
グレープフルーツのような爽やかな
果実味！新酒ならではの上品な酸
味がすっきりです。よく冷やして夏
の味覚とともにお楽しみください。

まるで完熟ぶどうそのままのような果
実の甘みがたっぷり♪低アルコール
（6％）＆微発泡で、シュワっと飲みや
すい甘口ヌーヴォーです。

TEL.0120-740-790　FAX.0120-216-421　WEB ヴィノスやまざきお申し込みはヴィノスやまざき各店舗もしくは

①タスマニア・トリプル・ブリー（125g）

①リッチランド・ヌーヴォー シャルドネ 2021
②リッチランド・ヌーヴォー  モスカート 2021
③タッキーノ ビアンコ フリッツァンテ
④タッキーノ ロッソ フリッツァンテ
⑤タスマニア・トリプル・ブリー（125g）
⑥ロアリング・フォーティーズ ブルー（85g）
⑦ストークス・ポイント スモークチェダー（85g）

夏ワイン

◎未成年の飲酒は法律で禁じられています。
全国一律クール便送料800円（税込880円）※6～9月は品質保持のためクール便での配送をおすすめします。　　

※10,000円（税込11,000円）以上のご購入で、全国一律送料無料（一部対象外）
　Ⓕ、Ⓛを含む場合クール便代別途￥200（税込220円）頂戴します。※容量記載のない場合は全て750mlとなります。
※一部の商品はポイント除外となります。※妊娠中や授乳期の飲酒は胎児・乳児の発育に悪影響を与える恐れがあります。

Ⓔリッチランド・ヌーヴォー2021 2本セット 

¥2,880（税込¥3,168）ご予約価格

すっきり爽
やかな

夏のフレッ
シュ・ヌーヴ

ォー（新酒
）！

マスカットの風味が弾ける、
低アルコール甘口ヌーヴォー（新酒）！

●リッチランド・ヌーヴォー シャルドネ2021 ●リッチランド・ヌーヴォー モスカート2021

Ⓐリッチランド・ヌーヴォー
　シャルドネ2021
¥1,580（税込¥1,738）→

¥1,480（税込¥1,628）

¥3,240（税込¥3,499）→ ¥2,880（税込¥3,110）ご予約価格

Ⓑリッチランド・ヌーヴォー
　シャルドネ2021 6本セット 

¥8,280（税込¥9,108）

Ⓒリッチランド・ヌーヴォー
　モスカート2021
¥1,580（税込¥1,738）→

¥1,480（税込¥1,628）ご予約価格

Ⓓリッチランド・ヌーヴォー
　モスカート2021 6本セット 

¥8,280（税込¥9,108）

すっきり
辛口白

甘口
微発泡白

2021 ご予約
受付中

Ⓕタスマニアチーズ3種セット

¥1,980（税込¥2,178）→ ¥1,880（税込¥2,068）ご予約価格

¥10,680（税込¥11,748）ご予約価格

¥10,360（税込¥11,396）→ ¥9,280（税込¥10,208）ご予約価格

Ⓛ夏をとことん楽しむワイン＆チーズセット

クリーミーな味わいに感動！恵まれた環境で育った牛のミルク
の濃厚な味わいで食べやすい白カビチーズ！

②ロアリング・フォーティーズ ブルー（85g）
心地よい青カビの風味にミルクの甘みが感じられ、力強くも
食べやすい味わい！

Ⓖタッキーノ ビアンコ フリッツァンテ

Ⓙタッキーノ ロッソ フリッツァンテ 6本セット 

③ストークス・ポイント スモークチェダー（85g）
燻製されたスモーキーな香りが魅力的な、しなやかで旨み溢
れるチーズ。

¥10,680（税込¥11,748）ご予約価格

Ⓗタッキーノ ビアンコ フリッツァンテ 6本セット 

¥1,980（税込¥2,178）→ ¥1,880（税込¥2,068）ご予約価格

Ⓘタッキーノ ロッソ フリッツァンテ

¥3,680（税込¥4,048）ご予約価格

Ⓚタッキーノ フリッツァンテ赤白2本セット

【予約期間】Ⓐ～Ⓕ：2021年5月22日（土）～6月25日（金）　Ⓖ～Ⓛ：2021年5月22日（土）～7月23日（金）

7/15入荷予定 7/24入荷予定 7/24～お届け予定

6/26（土）入荷予定

夏ワインのすべてを堪能できるセットをご用意しました！
ご自宅用にも、夏のギフトにもおすすめです。

①

②

③

他では手に入らない
限定タスマニアチーズ！

迷ったら全部入った
セットがお得！

元祖夏ワインを
イタリアから！

シュワっと辛口白は
お食事と共に！

冷やして美味しい
微発泡赤！

辛口
微発泡白

辛口
微発泡赤

ご予約価格ご予約価格

ご予約価格

今年は
ちょっと早い！

1本あたり￥1,380（税込￥1,518）1本あたり￥1,380（税込￥1,518）

1本あたり￥1,780
（税込￥1,958）

1本あたり￥1,780
（税込￥1,958）【賞味期限8月上旬予定】
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リッチランド・ヌーヴォー シャルドネ2021

リッチランド・ヌーヴォー シャルドネ2021 6本セット 

リッチランド・ヌーヴォー モスカート2021

リッチランド・ヌーヴォー モスカート2021 6本セット 

タスマニアチーズ3種セット　※要クール便

タッキーノ ビアンコ フリッツァンテ

タッキーノ ビアンコ フリッツァンテ 6本セット 

タッキーノ ロッソ フリッツァンテ 

タッキーノ ロッソ フリッツァンテ 6本セット 

夏をとことん楽しむワイン＆チーズセット　※要クール便

 

●リッチランド・ヌーヴォー シャルドネ2021 × 1本　●リッチランド・ヌーヴォー モスカート2021 × 1本

●タッキーノ ロッソ フリッツァンテ × 1本　●タッキーノ ビアンコ フリッツァンテ × 1本

商　品　名 価　格 数　量

■ご予約に関する注意事項
【お申込み】お申込みは諸注意をご確認いただき、WEBショップやお電話でご注文いただく、又は必要事項をご記入の上ご来店かFAXでお申し込みください。
【商品のお引渡し】店頭引き渡し、またはご配送からお選びいただけます。商品のお引渡し期間は商品毎にご注文書の上部に記載の期間となります。店頭お引き渡し期間終了後、お引き取りのない場合、ご記入いただいた
メールアドレスに店舗よりご連絡の上、代金引換（送料・クール代・代引手数料300円（税込330円）お客様ご負担）にてご記入いただいたご住所に発送させていただきます。
【送料】全国一律600円（税込660円）（沖縄・離島除く）。なお、10,000円（税込11,000円）以上のご配送で全国一律送料無料（沖縄・離島除く）となります。クール便手数料は別途200円（税込220円）。
【お支払い】
●店頭お引渡し：各店舗の支払い方法に準じてレジにてお支払いいただきます。
　※店頭でのお引渡し期間を過ぎた場合は代引き発送（送料、クール便、代引き手数料お客様ご負担）でのお届けとなり、店頭でのお引渡しは不可となります。予めご了承ください。
●ご配送：①クレジットカード（WEBショップからのご注文、もしくはフリーダイヤルにてカード情報をお伝えください。）②代引き※手数料300円（税込330円）お客様ご負担。③銀行振込（前払い）
　※お振込手数料お客様ご負担。※弊社より合計金額のご連絡（お電話またはFAXにて）後、10日以内にお振込みください。ご入金の確認ができない場合はキャンセルとさせていただきます。ご了承ください。
【その他】
●他の商品との同梱は致しかねます。
●ワインは農産物のため、コンディションなどによってヴィンテージ（年号）、ボトルデザインなどが変更になる場合がございます。また輸入品のため、輸送スケジュールの都合によりご提供時期に変更が生じる場合がございます。
●容量記載のないものは全て750mlとなります。●限定品につき品切れの際にはご容赦ください。
【個人情報について】ご住所・お電話番号に変更がある場合にはお早めにお知らせください。また、個人情報保護法に基づき、ご提供いただいた個人情報は、
販売業務及び関連業務に必要と思われる範囲を除き、第三者に開示・提供することはございません。

TEL.0120-740-790（代） FAX.0120-216-421
（営業時間AM9：00～PM8:00） （24時間受付）

以下、※は必須項目です。ご記入漏れの無いようご注意ください。

※［ご配送］をご希望で異なるお引き取り期間の商品をご予約いただく場合、一番遅いお引き渡しの商品に合わせて、発送させていただきます。

※ご発送の場合、ヴィノスやまざきオリジナル段ボールでのお届けとなります。包装などは別途お問い合わせください。

受 者 　 伝 処 　     伝 確

※未成年者の飲酒は
　法律で禁止されています。

※お渡し方法
（□にチェックをご記入ください） □ 店舗にてお引渡し（　　　　　　　　　　　　　　）店

□ ご発送　クール便（　要　・ 不要　）　

ご
発
送
の
場
合

お送り先

お届けご希望日時

お支払い方法

お名前

お電話番号
贈答用の場合は
こちらにチェック
□ 

月　　　　  日 （　午前中   /   12～14時   /   14～16時   /   16～18時   /   18～20時   /   19～21時　）

お申込み者様氏名
（フリガナ）

ご連絡先

＠

FAXでお申込の場合
FAX番号もご記入ください

メールアドレス メルマガ
配信希望

備考要　・　不要
※

※

※

※

※

（  　　　　）

（　　 ）
ご住所

ご住所

〒

〒

TEL：

FAX：

ヴィノスやまざきの
夏ワインご注文書 

【振込先口座】
●静岡銀行　呉服町支店　普通預金　No.0836777    【振込先】（株）ヴィノスやまざき
●三菱UFJ銀行　静岡支店　普通預金　No.0060272   【振込先】（株）ヴィノスやまざき

①クレジット払い
　※WEBショップからのご注文、
　　もしくはフリーダイヤルにてカード情報をお伝え下さい。

　

　

②代引き　※手数料300円（税込330円）お客様ご負担

　

　

③銀行振込（前払い）※振込手数料お客様ご負担　※合計金額はお問い合わせください。　
　

　

※6月～9月までは、品質保持のためクール便をおすすめ致します。

【予約期間】Ⓐ～Ⓕ：2021年5月22日（土）～6月25日（金）　Ⓖ～Ⓛ：2021年5月22日（土）～7月23日（金）
【お引き渡し期間】各入荷日～2021年8月31日（火） ※Ⓕ、Ⓛを含む場合～7月31日（土）
※輸入品のため輸送スケジュールの都合により、ご提供時期に変更が生じる場合があります。

¥1,580（税込 ¥1,738）→ご予約価格￥1,480（税込 ¥1,628）
ご予約価格¥8,280（税込 ¥9,108）

¥1,580（税込 ¥1,738）→ご予約価格￥1,480（税込 ¥1,628）
ご予約価格¥8,280（税込 ¥9,108）
ご予約価格￥2,880（税込 ¥3,168）

¥3,240（税込¥3,499）→ご予約価格¥2,880（税込 ¥3,110）
¥1,980（税込¥2,178）→ご予約価格¥1,880（税込 ¥2,068）

ご予約価格¥10,680（税込 ¥11,748）
¥1,980（税込¥2,178）→ご予約価格¥1,880（税込 ¥2,068）

ご予約価格¥10,680（税込 ¥11,748）
ご予約価格¥3,680（税込 ¥4,048）

¥10,360（税込¥11,396）→ご予約価格¥9,280（税込¥10,208）

リッチランド・ヌーヴォー2021 2本セット 

タッキーノ フリッツァンテ 赤白2本セット 

※別途クール便代
　200円（税込220円）　

上記住所と
異なる場合


