2018 年 9 月 3 日

2018 年 セブン＆アイの「ボージョレ・ヌーヴォー」
製法と葡萄の産地にこだわったワインをフランスからお届け！
9 月 3 日（月）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・ジャパン、イトーヨーカ堂、そごう・西武では、9 月 3
日（月）より、2018 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・ヌーヴォー今年の解禁日は 11 月 15 日（木）
となります。
今年は、セブン&アイグループオリジナル商品として、“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〉2018』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 2018 スペシャル・キュヴェ』の 2 品を提案いたします。
※ボージョレ・ヌーヴォーは、フランスのワイン産地として有名であるブルゴーニュ地方で、 9 月頃に収穫された
ガメイ種の葡萄を 2 ヵ月仕込んだ果実味あふれるワインです。
※一部店舗により取り扱いのない場合もございます。

◆セブン&アイグループオリジナル商品
〔酒類取り扱い店舗〕
：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 約 20,600 店舗（8 月末現在）
■『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〉2018』
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、
良質な区画の葡萄のみを厳選して使用し葡萄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 2018 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 された葡萄を
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世界 No.1 ソム リエとして
幅広く活躍。2011 年黄綬褒章受賞。

◆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：9 月 6 日（木）
・発
売 日：11 月 15 日（木）より
・販 売 店 舗 ：165 店舗（8 月末現在 酒類販売店）
・予 約 特 典：ボージョレ・ヌーヴォ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。
①『パルドン・エ・フィス ボージョレ・ヴィラージュ・ヌーヴォー
C. C. D. 最高金賞の匠 コラボヌーヴォー 2018』
750ml 2,780 円（税込 3,002 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。

①

②

②『アルベール・ビショー ボージョレ・ヴィラージュ・ヌーヴォー
スペシャル・セレクション 2018』
750ml 2,580 円（税込 2,786 円）【ボーナスポイント：200 ポイント】
醸造家アラン・セルヴォー氏がボージョレの王と呼ばれる「ムーラン・ア・
ヴァン」地区の葡萄を使用して仕上げた、香りも華やかな自信作です。
③
③『アルベール・ビショー ボージョレ・ヴィラージュ・ヌーヴォー 2018』
750ml 1,880 円（税込 2,030 円）【ボーナスポイント：100 ポイント】
375ml 1,180 円（税込 1,274 円）
【ボーナスポイント：50 ポイント】
ボージョレ地区の限定地域の中からさらに厳選した良質区画の葡萄だけを
使った、フレッシュで果実味豊かな味わいと、飲みやすい口あたりが
特徴です。
④『ジューヌ・フレーズ ボージョレ・ヴィラージュ・ヌーヴォー 2018』
750ml 1,380 円（税込 1,490 円）【ボーナスポイント：100 ポイント】
果実あふれる濃厚な香り、コク豊かで厚みがあり、なめらかな口あたりと
上質な味わいが楽しめるワインです。

◆国産ヌーヴォー 商品
■『朝日町シードル 甘口 2018』
750ml 1,500 円（税込 1,620 円）
【ボーナスポイント：100 ポイント】

山形県朝日町で無袋栽培された良質の「つがる」
リンゴのみを厳選。酸味の少ない甘口な味わいは、
どなたでもおいしくお楽しみいただけます。
国産ヌーヴォーとして初めてシードルを
販売します。

④

◆セブン-イレブン限定商品・企画
■『ジョルジュ デュブッフ ボージョレ ヌーヴォー〈クー・ド・ティール〉2018』
250ml 647 円（税込 698 円）
ボージョレ・ヌーヴォーの帝王「ジョルジュ デュブッフ氏」が原料・醸造・
ブレンドにこだわった、気軽にお楽しみいただけるサイズのヌーヴォーです。
葡萄から自然の重みで流れ出る、果汁を主に使用し、フレッシュさと軽やかさを
引き出す「クー・ド・ティール製法」を活用することにより、フルーティーで、
華やかな味わいを実現しました。
※・ご予約開始日：9 月 3 日（月）より順次
・発 売 日 ：11 月 15 日（木）午前 0 時より
・販 売 店 舗：20,129 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 15 日（木）～11 月 21 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〉2018』750ml

200 ポイント

※さらに、2 種類の味から選べる「セブンプレミアム ラングドシャ」無料引換券をプレゼント
『シャルル・ドラピエ ボージョレ・ヴィラージュ・ヌーヴォー スペシャル・キュヴェ 2018』500ml 100
『ジョルジュ デュブッフ ボージョレ ヌーヴォー〈クー・ド・ティール〉2018』250ml

ポイント

100 ポイント

◆そごう・西武限定商品・企画
・ご 予 約 期 間：9 月 13 日（木）～11 月 3 日（土・祝）
・発
売 日 ：11 月 15 日（木）より
・販 売 店 舗 ：15 店舗（8 月末現在 酒類販売店）
＜そごう・西武限定販売＞
『ルー・デュモン』750ml【500 本限定】
3,500 円（税込 3,780 円）
『ルー・デュモン』375ml【500 本限定】
2,100 円（税込 2,268 円）
ブルゴーニュの神様、アンリ・ジャイエ氏が認めた
日本人醸造家の仲田晃司氏が造る繊細さが光るヌーヴォー。
樹齢 70～95 年の古木から、葡萄を 3 回も選果した
こだわりの葡萄のみを使用。20％樽熟成（予定）
、
ノンフィルターで瓶詰しています。本年は西武・そごうの
ためのオリジナルヌーヴォーを特別にお届けします。
以上

