山陽新聞 4月27日
（月）
朝刊掲載／
「Stay Home With Wine おうちでワインを楽しもう！」
二連版特集

domaine tetta

CALIFORNIA WINE BOX
(倉敷）



専門
学校

☎（086)278‑7025

平井店

☎（086)270‑4311

岡山県岡山市中区兼基 63

岡山県岡山市中区平井 6-7-1

伊予三島店

☎（0896)23‑5570

中庄店

☎（086)463‑6266

当新田店

☎（086)242‑2545

愛媛県四国中央市下柏町 688

岡山県倉敷市松島 1137-1

岡山県岡山市南区当新田 121-2

★酒市場チャオ ホームページへどうぞ▶ 酒市場チャオ

検

索



担当者直通 

わ た し た ち の で き る こ と、 ス テ イ ホ ー ム に 取 り 組 み ま し ょ う！
岡山商工会議所

高屋店

倉敷市黒崎 70-1
https://www.california-winebox.com/

サントリー酒類
（株）
岡山支店

倉敷リハビリテーション学院

イースト・ベンチ・ジンファンデル2016

岡山市北区東古松 488-11
https:///www.facebook.com/Sake.no.Goku/

カリフォルニアの冷涼な気候、肥沃な土壌で生産され
た単一区画のジンファンデル種を１
００％使ったベスト
セラー。ホワイトハウス晩餐会等で使用。リッジを知っ
ていただくのにふさわしい１本。

６６００円︵税込 ７５０㎖︶

アポシック・インフェルノ 2017



メルロー２０１８

てぐみ 白

倉敷市西坂 1342-138 フジトレーディング
http://fujimoonwines.com/

Rico de Vin
（リコ・デ・ヴァン）
（岡山）

米国で一番売れているブランド・アポシックの濃厚カ
リフォルニア赤ワイン。適度な酸に完熟果実の味わい
とウイスキー樽で６０日間熟成させた樽香のバランス
が見事に調和。ウイスキー好きの方におすすめです！

全 国のワイナリーを
飲んで応 援
岡 山では
買 え ない
ワインも

企画･制作／山陽新聞社広告本部

京都府船井郡京丹波町豊田鳥居野 96
https://www.tambawine.co.jp

２４２０円︵税込 ７５０㎖︶

フリッツ・ミュラー パールワイン︵微炭酸︶白



３０００円︵税込 ７５０㎖︶

岡山市南区当新田 121-2
https://www.time-all.co.jp/time/chao̲topt.html

〔本紙面に関するお問い合わせやご不明点は下記まで〕
ワインに恋して ときめいて in Okayama 実行委員会
山陽新聞社広告本部内 TEL.086‑803‑8013



世界のセレクトワイン ルナ・マーレ
（倉敷）

ドイツの人気メーカーによる新しいタイプの泡ワイ
ン。どんな料理にもあう辛口白。国内での販売はこ
こだけです。webでの注文に山陽新聞を見たと入力
下されば送料無料の特別価格で提供します。世界
のワイン市場でとってもモテている真珠の泡と称さ
れる白ワインをぜひ、お家でお楽しみ下さい♪

ご注文は、お電話かQRコード、
ホームページからお願いします。

丹波ワイン株式会社
（京都）

丹波ワインは1979年、
「京都の食文化に合うワイン
を創る」という熱い想いを持ってスタ−トしました。
「てぐみ」は、酸化防止剤無添加・にごり辛口スパー
クリングワインです。



1815円︵税込 ７５０㎖︶

各７２０㎖︶

Doux Rouge 2019︵上︶
甘口２本セット
Doux Blank 2019︵下︶

3740円︵税込

Noumaruengei
いちごワイン

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 防 止 の た め に

大切な日を演出するお酒の専門店。前回会場で好
評だったハイコストパフォーマンスシャンパンと、岡
山の総合観光農園・農マル園芸のイチゴで造った特
製ワインをおすすめします！

シャンパーニュ
ジョセフ デブロワ



酒市場 チャオ！当新田店
（岡山）



３２７８円︵税込 ７５０㎖︶ １９８０円︵税込 ５００㎖︶



滋賀県東近江市山上町 2083
http://www.nigoriwine.jp/



ザ・ベター・ハーフ ソービニヨン・ブラン

東京都目黒区下目黒 2-22-17 トライアングル目黒１階
http://www.colonialtradeco.net

大分県宇佐市安心院町下毛 798
http://www.ajimu-winery.co.jp/

当ワイナリー定番の甘口にごりワインのセットです。
国産のフレッシュなブドウを自然発酵させ、ブドウ本
来の果実味が感じられます。ワインが苦手な方にも
オススメです！

長野県東御市祢津 413 http://hasumifarm.com/

︵白ワイン 辛口 ニュージーランド︶

2090円︵税込 ７５０㎖︶

口から鼻に抜ける爽やかな風味というだけでは言い
足りないほどの"風"が特長。後口の"大草原"のよう
な心地良さは、くつろぎの時間の相棒として無二の
存在になり得ます。

2018信州の甲州

長野県塩尻市大字宗賀桔梗ヶ原 1298-187
http://www.izutsuwine.co.jp/

２９００円︵税込 ７５０㎖︶

信州では珍しい甲州種を自社栽培・自社醸造。しっ
かりした酸と複雑で厚みのある味が特徴の、日本
人の味覚に合った繊細な味わいのワインです。

ヒトミワイナリー
（滋賀）

メルロー２０１
８は、柔らかな果実味と爽やかな酸が調
和するミディアムボディの赤ワイン。次回開催時、岡
山の皆さまにお会いするのを楽しみに、ブドウの世
話を黙々と進めています！

新潟県新潟市西蒲区越前浜 4501 https://fermier.jp/



このイベントのために出品するはずだったとっておきワインもたくさんあります。ぜひワイナリーさんを助けてください！
買って応援、飲んで応援、プレゼントにも喜ばれます。次回のイベントに県外のワイナリーさんが岡山に詰め掛けてくれることを楽しみに、
今はステイホーム、ご自宅でワインを楽しみませんか?

フェルミエ
（新潟）

３８５０円︵税込 ７５０㎖︶

（受付時間 9:00〜17:00）

はすみふぁーむ＆ワイナリー
（長野）

バラ色の人生 Lavieen Rose

１８００円︵税込 ７５０㎖︶

岡山マスカットベリーA︿樽熟成﹀

１９８０円︵税込 ７５０㎖︶

キャンベルロゼ

1800円︵税込 ７２０㎖︶︶

井筒ワインＮＡＣメルロー

︵長野県原産地呼称管理制度認定品︶

1548円︵税込 ７２０㎖︶

塩尻産メルロー種ブドウ100％で醸造し、品種の特
長が真っすぐ伝わるプレーンな味わいに仕上げまし
た。優しい果実味が赤ワインの骨格を包み込むよう
な柔らかな口当たり。

コロニアルトレード
（東京）
安心院スパークリングワイン︵２０１８︶

広島県世羅郡世羅町黒渕 518-1
http://www.serawinery.jp/winery.html



む

地元産のシャルドネを１００％利用し、瓶内二次発
酵で仕上げた辛口スパークリングワイン。２０１８年
もののブドウは、夏場の雨量が極端に少なく凝縮
感ある状態で収穫されており、おすすめです。

井筒ワイン
（長野）



３５００円︵税込 ７５０㎖︶



あ じ

セラモンターニュ ハニービーナス２０１９

大阪府柏原市太平寺 2-9-14
https://www.kashiwara-wine.com/

ワイナリーと生産者が一体で造り上げる、世羅産ブド
ウ100％の日本ワイン。せらワイナリーのフラッグシップ
ワイン
「ハニービーナス」は、透明感ある上品な甘口白
ワインです。



三和酒類 安心院葡萄酒工房
(大分）

せらワイナリー
（広島）

２５００円︵税込 ７２０㎖︶

2420円︵税込 ７５０㎖︶

たこ焼きに合わせてほしいスパークリングワインです。
かつては日本一のブドウ産地だった大阪のデラウェア
ブドウを使用しています。瓶内発酵のきめ細かな泡を
お楽しみください。今だけお得なキャンペーン中！

山梨県韮崎市穂坂町上今井 8-1 https://www.hombo.co.jp



たこシャン

カタシモワイナリー
（大阪）

シャトーマルス 甲州 オランジュ・グリ ２０１９



本坊酒造 マルス穂坂ワイナリー
（山梨）

甲州種の果皮に存在する濃厚な香りやうま味、さ
らには色素成分を十分に引き出し、ほんのりオレン
ジに色付いたワイン。心地良い渋味とうま味が特長
で、果実味豊か。

山梨県甲州市勝沼町菱山 3308 https://www.chateaujun.com

華やかなバラ色で、ほどよい渋み、複雑さ、深い味わ
いを併せ持つチャーミングなロゼワインです。ココ・
ファームのロゼワインは国際線ビジネスクラスにも採用
されました。お家にいながら旅気分はいかがでしょう。
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１６２８円︵税込 ７５０㎖︶

新潟県新潟市西蒲区角田浜 1693 https://lecinqwinery.com/

甲州２０１９

１９７９年創業の、ファッションメーカー・ジュンによる
ワイナリー。甲州２０１９は、昨年のＧ２０大阪サミット
首脳夕食会で使用された甲州２０１８の新ヴィンテー
ジです。

２２００円︵税込 ７５０㎖︶

2019デラウェア

2750円︵税込 ７５０㎖︶

「トラディショナルでエレガント」をモットーにワイン
を造っています。
「デラウェア」は、フルーティーな
香りとプラムを思わせる豊かな味が心地良い、やや
辛口の白です。ギフトにも最適です！

ココ・ファーム・ワイナリー
（栃木）

栃木県足利市田島町 611 https://cocowine.com

赤磐市東軽部 1556 https://www.sapporobeer.jp/wine/gp/



県内外の銘柄を味わえる岡山発のワインイベント
「ワインに恋して ときめいて in Okayama 2020」
は、
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、残念ながら開催を見送りました。
本紙面では、参加予定だったワイナリーさん、出展社さんの逸品を紹介させていただきます。

CHATEAU ＪＵＮ
（シャトージュン）
（山梨）

サッポロビール／岡山ワイナリー
（赤磐）

グランポレールは岡山、北海道、長野、山梨のブドウ
からバラエティー豊かなワイン造りをしております。今
回のおススメは地元岡山県のマスカットベリーAを使っ
たワインです。

赤磐市仁堀中 1356-1 https://koresato-wine.jp/



ステイホーム

ルサンクワイナリー
（新潟）

是里ワイナリー
（赤磐）

赤磐市是里地区でブドウ栽培をワインにつなげたい
と誕生したワイナリーです。ブドウの特性を最大限に
引き出し、フレッシュでフルーティーなワインに仕上げ
ています。お家での食卓に家族の皆さんで楽しんで
頂けたら嬉しいです。また会場でお会いしましょう！

真庭市蒜山上福田 1205-32 https://hiruzenwine.com/



画
特別企

三座︻赤︼

Japan Women's Wine Awards 2020 Double Gold
受賞！フルーティーな香りと花やスパイスのニュアンス
の調和。良質な酸と甘みの均整の取れたボディ。リッ
チで切れの良い余韻を残します。来年こそは会場でお
会いしましょう！

新見市新見 1669-5 www.kurokamiyama.sakura.ne.jp

これさと

ひるぜんワイナリー
（真庭）

3080円︵税込 ７２０㎖︶

Blanc 2018





ソーヴィニヨン種100％の白ワイン。新見市で育てた
ブドウを滋賀県のヒトミワイナリーで醸造してもらいま
した。野生酵母を使った自然発酵で、ブドウのおいし
さをそのまま味わえます。

２７５０円︵税込 ７５０㎖︶

新見市哲多町田淵 72 https://okayamawine.jp/

HAKUBI 2018 ／Chardonnay

新見市哲多町矢戸 3136 http://tetta.jp/

岡山のブドウ栽培技術を生かし、石灰岩土壌で作っ
たシャルドネを自家醸造したワイン。ギュッとした果
実感に力強い酸が特長の、キレのある洗練されたう
ま味が楽しめます。

4730円︵税込 ７５０㎖︶

3850円︵税込 ７５０㎖︶

外出自粛でも食は毎日のこと。ワインで心豊かに気
分楽しく、日々の食卓を楽しみませんか？ 新見で育て
た僕たちのブドウはとても健全です。
ｔ
ｅ
ｔ
ｔ
ａワインをど
うぞ食卓に！

2019シャルドネ ペルラン サンスフル

（新見）

黒髪山葡萄園
（新見）

岡山ワインバレー
（新見）

（順不同）

