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2017 年 9 月 1 日

11.16（木） ボージョレ ヌーヴォー解禁！

2017 年 セブン&アイの『ボージョレ ヌーヴォー』
今年は、原料や製法にこだわり、質を追求したヌーヴォーを発売
9 月 2 日（土）より順次、予約開始
セブン&アイグループのセブン‐イレブン、イトーヨーカドー、そごう・西武では、9 月 2 日（土）
から、2017 年の『ボージョレ ヌーヴォー』の予約受付を順次開始いたします。年に一度のワイン
のお祭りとして毎年大きく盛り上がるボージョレ ヌーヴォーの解禁日。今年は 11 月 16 日（木）
が解禁日となります。
今年はセブン&アイグループ共通商品として、“ボージョレの帝王”と呼ばれる醸造家ジョル
ジュ デュブッフ氏自らがアッサンブラージュ(ブレンド) した『ジョルジュ デュブッフ
ボージョレ・ヴィラージュ ヌーヴォー〈クー・ド・プレス〉2017』と世界Ｎｏ.1 ソムリエの田崎
真也氏が現地に渡仏しアッサンブラージュした『シャルル・ドラピエ ボージョレ・ヴィラージュ・
ヌーヴォー 2017 スペシャル・キュヴェ』の 2 品をご提案いたします。
※一部店舗により取り扱いのない場合がございます。

◆セブン&アイグループ 共通商品
〔取り扱い店舗〕：セブン‐イレブン、イトーヨーカドー、そごう・西武、ヨークベニマル、
ヨークマート、ザ・ガーデン自由が丘 約 19,900 店舗
■『ジョルジュ デュブッフ
ボージョレ・ヴィラージュ ヌーヴォー〈クー・ド・プレス〉2017 』
750ml 2,297 円（税込 2,480 円）
特に良質な葡萄が作られるヴィラージュ地区の中でも厳選した契約
農家の、良質な区画のぶどうのみを厳選して使用しぶどうをまるごと
優 し く 搾 り 出 す「 ク ー・ ド ・ プ レ ス 製法 」 を セ ブ ン ＆ ア イ 向け
ヌーヴォーのみに採用。“ボージョレの帝王”と呼ばれる醸造家
ジョルジュ デュブッフ氏自らがアッサンブラージュした濃縮感と
より深みのある味わいのヌーヴォー。
【醸造家 ジョルジュ デュブッフ】
かつては素朴な地酒でしかなかったボージョレの赤ワインをたった一代で
世界の名ワインに築き上げた偉才。その一代での偉業に敬意を込めて
世界中の愛好家から“ボージョレの帝王”と称されています。

■『シャルル・ドラピエ
ボージョレ・ヴィラージュ・ヌーヴォー 2017 スペシャル・キュヴェ』
500ml 1,528 円（税込 1,650 円）
ボージョレ地区全 96 ヵ村の中でも優良なワインを産出する最高
格付け“クリュ・ボージョレ”10 ヵ村の中で、更に選定した畑で収穫
されたぶどうを厳選して使用。より芳醇でフルーティーな味わいを
実現しています。世界一のソムリエ「田崎真也氏」がアッサンブラー
ジュしたこだわりの製法。より芳醇でフルーティーな味わいを実現
しています。
【ソムリエ 田崎 真也】
1995 年の第 8 回世界最優秀ソムリエコンクールで日本人として
初めて優勝。世界 No.1 ソムリエとして幅広く活躍。2011 年黄綬褒章受賞。

1

◆各社 おすすめ商品・企画のご案内
◆イトーヨーカドー限定商品・企画
・ご予約開始日
・発売日
・販売店舗
・ご予約特典

：9 月 4 日（月）
：11 月 16 日（木）より
：167 店舗（8 月末現在 酒類販売店）
：ボージョレ・ヌーボーのカタログ掲載商品を
ご予約いただいたお客様に「ボーナスポイント」をプレゼント。

＜イトーヨーカドー限定販売＞

『トロワ・フィエルテ 最高金賞のコラボヌーヴォー2017』
750ml 3,000 円（税込 3,240 円）
【ボーナスポイント：300 ポイント】
ボージョレ・ヌーヴォー・コンクールで最高金賞を受賞した歴代の生産者 3 人が
コラボした至極の逸品。古樹ならではのコクと深みを加え、すべてが調和した
夢のような 1 本をお届けします。

◆国産ヌーヴォー 商品

日本 4 大産地からワインを取り揃えました。

北海道：個性豊かなワインの聖地

■『北海道余市 キャベルアーリ』
720ml 1,300 円（税込 1,404 円）【ボーナスポイント：200 ポイント】
北海道余市産の大粒黒ブドウ：キャベルアーリを使用した
フレッシュなワイン。華やか印象で、甘酸っぱい味わい。
山梨県：日本のワインの発祥の地

■『山梨県産葡萄使用 甲州 2017』
720ml 1,400 円（税込 1,512 円）【ボーナスポイント：200 ポイント】
1200 年もの間、日本で育てられてきた固有の品種、甲州ブドウを使用。
凛とした柑橘香と爽やかな口当たりが特長。
長野県：ワイン用ぶどうの生産量日本一

■『信州桔梗ヶ原 コンコード赤』【ボーナスポイント：200 ポイント】
720ml 1,300 円（税込 1,404 円）
甘い香りの信州桔梗ヶ原産ぶどうコンコードを 100％使用。
渋みが少なく、飲みやすい味わい。

■『信州桔梗ヶ原 ナイアガラ白』
720ml 1,300 円（税込 1,404 円）【ボーナスポイント：200 ポイント】
国内有数のブドウの産地で信州桔梗ヶ原産のナイアガラを
使用したワイン。フレッシュで華やかでフルーティーな味わい。
山形県：大きな寒暖差が葡萄栽培に最適

■『山形朝日町 無濾過マスカット ベーリーA 種』
720ml 1,300 円（税込 1,404 円）【ボーナスポイント：200 ポイント】
契約栽培農家『白田甲子郎』さんが育てたマスカットベーリーA 種を
使用した赤ワイン。甘い果実の香りとまろやかな味わい。
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◆セブン-イレブン限定企画
・ご予約開始日
・発売日
・販売店舗

：9 月 2 日（土）より順次
：11 月 16 日（木）午前 0 時より
：19,493 店舗（8 月末現在 酒類販売店）

◇お買上げ特典
対象商品を電子マネー「nanaco（ナナコ）」でお買い上げの方にボーナスポイントプレゼント

11 月 16 日（木）～11 月 22 日（水）の 7 日間限定
『ジョルジュ デュブッフ ボージョレ・ヴィラージュ ヌーヴォー〈クー・ド・プレス〉2017』750ml
『シャルル・ドラピエ ボージョレ・ヴィラージュ・ヌーヴォー 2017 スペシャル・キュヴェ』500ml

『ボージョレ ヌーヴォー〈クー・ド・ティール〉2017～デュブッフセレクション～』250ml

200 ポイント
100 ポイント
50 ポイント

◆そごう・西武限定商品・企画
・ご予約期間 ：9 月 12 日（火）～11 月 3 日（金・祝）
・お渡し期間 ：11 月 16 日（木）より
・販売店舗
：18 店舗

＜そごう・西武限定販売＞

『ドメーヌ・コルディエ ボジョレー・ヴィラージュ・ヌーヴォー』
750ml【600 本限定】 4,000 円（税込 4,320 円）
マコネ地区トップメーカー、ドメーヌ・コルディエより、クリストフ・
コルディエ氏が日本市場のためだけに醸す、ボージョレ・ヌーボーをお届け。
収量を 1ha 辺り 20 ヘクトリットルとし、レネ村の畑で採れた樹齢 60 年の
ブドウのみを使用しています。低収量に抑え、完熟したブドウから、
凝縮感溢れるボージョレ・ヌーボーです。

以上
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