
ワイン（750ml or 375ml）12本以上または10,000円（税込11,000円）
以上のご購入で、全国一律送料無料！※一部対象外の地域・店舗がございます。

特別価格は2021年8月28日（土）～9月24日（金）
TEL.0120-740-790
［営業時間］AM9：00～PM8：00

お電話でもお承り致します。

1993年、モントレーのぶどうのほとんどはナパ・ヴァレーの有名ワイナリーに

売られていました。農家のリチャードの「ぶどう農家の底力を見せたい。モン

トレーの産地名でワインを造る！」という思いから生まれたワインは、世界

ブランドとなり同じ地域のワイナリーまで世界的に有名になりました。そん

なリチャードに、ヴィノスのためにワインを造って…と「Dear Richard」とお

願いし続け、大ヒットしたワインがDearRich。しかしリチャードが亡くなら

れ、入手できなくなってしまったのです。ところが、彼の弟子でもあったワイ

ンメーカー達が、なんと、このワイン

を復活させて下さったのです。ケー

スでのまとめ買いが多かったこちら

のワイン、復活を願う！という、お客

様の声で奇跡の復活をいたしまし

た！全テイスターが感動した、新生

DearRichをお楽しみ下さい。

コクあり赤

¥6,000（税込¥6,600）→

ベビアン赤2004

この価格は奇跡です！南仏

トップクラスの評価を受ける蔵

元から、良年2004年の古酒を

数量限定で入手！

¥3,980（税込¥4,378）

コクあり赤

¥6,800（税込¥7,480）→ ¥12,800（税込¥14,080）→¥5,800（税込¥6,380）→
タラブーソ2017

世界に挑戦するスーパータスカ

ンの生産者渾身の1本。驚くほ

ど力強く濃厚な赤！

¥5,000（税込¥5,500）

コクあり赤

レイニャック キュヴェ
スペシャル2014

ボルドーの革命的蔵元の熟成

酒は、深みのある味わいでまさ

に芸術品！

¥3,980（税込¥4,378）
12本セットで
1本あたり¥3,781 （税込¥4,159） 
1セット¥45,372 （税込¥49,909）

コクあり赤

バルチュス 2014

ワインのプロも数万円の高級ワ

インと見紛う程、濃縮感に満

ち溢れたグランヴァン！

¥9,800（税込¥10,780）
12本セットで
1本あたり¥9,310 （税込¥10,241） 
1セット¥111,720 （税込¥122,892）

コクあり赤

ジオリス
ラ・シャペル2016

現地セレブが愛飲するジオリス

から、濃厚赤ワインが到着！

2020年はジオリスの生産がな

いため、今後価格が高騰する

かも…

¥12,800（税込¥14,080）
12本セットで
1本あたり¥11,520 （税込¥12,672） 
1セット¥138,240 （税込¥152,064）

コクあり白

ジオリス シャルドネ
2018

世界最高峰の白ワインの畑のク

ローンを使用して生まれる重厚

な白ワイン。複雑な風味と驚く

ほど長い余韻は感動の一言。

¥8,800（税込¥9,680）
12本セットで
1本あたり¥7,920 （税込¥8,712） 
1セット¥95,040 （税込¥104,544）

ぶどう農家のグランヴァン6本セット 

¥53,000（税込¥58,300）→

まろやか赤

⑪ディアリッチ ピノ・ノワール2020

¥2,980（税込¥3,278）

⑤シャトー・
　レ・グラーヴ
　赤樽熟成2016

ぶどう本来の旨味をストレー
トに感じる農家の赤。20年
以上変わらぬ品質と価格。
どなたでも安心して手に
取っていただけます。

¥1,980（税込¥2,178）
12本セットで
1本あたり¥1,782 （税込¥1,960） 
1セット¥21,384 （税込¥23,522）

コクあり白

⑦シャトー・レ・グラーヴ
　白樽熟成2020

ロングセラー白ワインの樽熟
キュヴェ。フレッシュな味わいに
ほのかな樽のニュアンスが溶け
込んだ華やかな1本！

¥2,180（税込¥2,398）
12本セットで
1本あたり¥1,962 （税込¥2,158） 
1セット¥23,544 （税込¥25,898）

コクあり白

⑩ドメーヌ・ジボー
　ル・グラール2016

白ワインの名手ジボーさんが造
るもう一つのトップワインが4年
ぶりの入荷！日当たりの良い畑
を使用し、ぶどう本来の味わい
と旨味がたまりません。

¥2,680（税込¥2,948）
12本セットで
1本あたり¥2,412 （税込¥2,653） 
1セット¥28,944 （税込¥31,838）

すっきり白

⑧マリオン・リシャール
　サンブリ2019

人気蔵元がひそかに造るソー
ヴィニヨン・ブランは、すっきりし
ながらも旨味を感じる味わい
で、隠れた人気ワインです。白
ワイン好きの方に数量限定で
ご案内いたします！

¥2,380（税込¥2,618）
12本セットで
1本あたり¥2,142 （税込¥2,356） 
1セット¥25,704（税込¥28,274）

白×1赤×5

※ポイント対象外 
  

¥43,000（税込¥47,300） 送料無料

ぶどう農家の底力12本セット
①～⑫

¥38,040（税込¥41,844）→
赤×6

※ポイント対象外 
  

¥32,000（税込￥35,200）
送料無料

白×6

ディアリッチ ピノ・ノワール2020 6本セット

¥17,880（税込¥19,668）→¥16,680（税込¥18,348）
送料無料

ぶどう農家のグランヴァン

すっきり白

⑨エミール・ボエケル
　ゲヴュルツトラミネール
　2018

400年前からぶどう栽培を行う
蔵元が造る、ライチの香りが魅
惑的な1本。一度飲めば忘れら
れないフルーティな味わいです！

¥2,580（税込¥2,838）
12本セットで
1本あたり¥2,322 （税込¥2,554） 
1セット¥27,864 （税込¥30,650）

¥5,000（税込¥5,500）→
①シャトー・ヴェリー2006

¥2,980（税込¥3,278）
まろやか赤

コクあり赤

¥2,980（税込¥3,278）→
②ヴェリー・ヴェリー2016

¥1,980（税込¥2.178）

コクあり赤コクあり赤

⑥トゥルーヴァイン
　バイオダイナミック
　2015

有機ワインが苦手な方にこそ飲
んでほしい、果実の凝縮感！ワ
イン造りの匠と共に、畑選びか
ら行ったからこそ出来た味わい
です。

¥3,500（税込¥3,850）
12本セットで
1本あたり¥3,150 （税込¥3,465） 
1セット¥37,800 （税込¥41,580）

1本あたり¥2,780 
（税込¥3,058） 

送料無料

1本あたり¥2,780 
（税込¥3,058） 

蔵元と共に造り上げた、ヴィノ
スのカリフォルニアワインの原
点。ピノ・ノワールの常識を超え
る濃厚な味わいを、ぜひお試し
ください！

コクあり白

⑫ディアリッチ シャルドネ2020

¥2,980（税込¥3,278）

柔らかな果実味に溢れ、より華
やかな味わいとなり、ついに帰っ
て来ました！

ぶどう農家の底力！
Farmers Wine Fair!

ディアリッチ シャルドネ2020 6本セット
¥17,880（税込¥19,668）→¥16,680（税込¥18,348）

伝説を生み出してきた

ボルドーの実力醸造家が、世界各国で

の醸造コンサルタントの経験を生か

し、念願のワイン生産をスタート！自身

の名を冠する旗艦ワインの15年熟成酒

と、過去に定期便でご紹介し大好評

いただいた人気ワインが、蔵元との交

渉を経て、奇跡の価格で到着！

小規模ながら、様 な々評価誌で高得点を

獲得する、トスカーナ州ボルゲリ村の家族

経営蔵元。「サッシカイア」を造る「サング

イードぶどう園」の一部区画を譲り受けて

以来、スーパーワインにも負けないこだわり

のワインを数多く造っています。

多くの有名ワイナリーを支えているのは、実は素晴らしいぶどうを造る契約農家さん達です。30年、ワインの買い

付けに世界を回ってきたヴィノスやまざきは、ぶどう農家が自身のために造るワインの品質とコスパの素晴らしさ

を実感してきました。一番良い区画のぶどうは、実は自分達のワインのために使うそうです。そのため、有名ワイ

ンよりも、美味しく、お値段も手ごろなものが多いのです。そんな農家さんの渾身の作、秘蔵の熟成酒、また、

ヴィノスが農家のぶどうで造ったワインなど、ぶどう農家の底力を、さあ、今こそ、お楽しみください。

¥3,800（税込¥4,180）→
③エミリオ・プリモ赤2018

¥3,500（税込¥3,850）

コクあり白

コクあり赤

¥5,000（税込¥5,500）→
④パペオ ヴェルメンティーノ2019　

¥3,980（税込¥4,378）
シャトー・ヴェリー

テッレ・デル・マルケ
サート

復活！

奇跡！

6本セットで
1本あたり¥3,580（税込¥3,938） 
1セット¥21,480 （税込¥23,628）

6本セットで
1本あたり¥3,980 （税込¥4,378） 
1セット¥23,880 （税込¥26,268）

お試し
価 格

6本セットで1本あたり¥3,500（税込¥3,850） 
1セット¥21,000 （税込¥23,100）

6本セットで1本あたり¥3,280（税込¥3,608） 
1セット¥19,680 （税込¥21,648）
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https://www.v-yamazaki.co.jp  TEL.0120-740-790
未成年の飲酒は法律で禁じられています。
※特に記載のない場合ワインの容量は750mlです。　※お酒は楽しく適量で。
※在庫状況により、掲載商品と実物のラベル・仕様・年号等が異なる場合がございます。
※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。
※全て限定数量のため、品切れの際はご容赦下さい。営業時間 AM9：00～PM8：00

ご注文はWEBショップ、お電話、お近くのヴィノスやまざきのお店まで!
ヴィノスやまざき

ワイン（750ml or 375ml）12本以上または10,000円（税込11,000円）以上の
ご購入で、全国一律送料無料！※一部対象外の地域・店舗がございます。特別価格は2021年8月28日（土）～9月24日（金） TEL.0120-740-790［営業時間］AM9：00～PM8：00お電話でも

お承り致します。

秋の家飲みを応援！

③モンマルサル カバ
　レセルバ オーガニック

¥1,680（税込¥1,848）

コクあり赤

①アルカス アレンテージョ
　レセルバ2016

¥2,980（税込¥3,278）
12本セットで1本あたり¥2,682 （税込¥2,950） 
1セット¥32,184 （税込¥35,402）

12本セットで1本あたり¥2,952 （税込¥3,247） 
1セット¥35,424 （税込¥38,966）

12本セットで1本あたり¥1,512 （税込¥1,663） 
1セット¥18,144 （税込¥19,958）

甘口スパークリング白

辛口スパークリング白

辛口スパークリング白

マンフレディ
アスティ・スプマンテ

マスカットの上品な甘みと抜群の飲み

やすさでロングセラー！程よい酸味と

自然な甘みが心地よい味わいです。

¥1,380（税込¥1,518）
12本セットで1本あたり¥1,311 （税込¥1,442） 
1セット¥15,732 （税込¥17,305）

甘口白

⑤ウィリ・ハッグ
　リースリング
　QbA2020

ドイツで500年以上ぶどう栽培

を行う農家のほんのり甘口白。

心地よい酸味がバランス良く、

お食事とも合わせられます。

¥2,580（税込¥2,838）
12本セットで
1本あたり¥2,322 （税込¥2,554） 
1セット¥27,864 （税込¥30,650）

すっきり赤

④ブッフェ ブルゴーニュ
　ピノ・ノワール2020

今年も入荷しました！毎年人気で

一年待たずに完売してしまう蔵直®
ブルゴーニュを代表する小さなぶ

どう農家の手造りピノ・ノワール。

果実の風味がたっぷりの華やかな

1本です。

¥2,280（税込¥2,508）
12本セットで
1本あたり¥2,052 （税込¥2,257） 
1セット¥24,624 （税込¥27,086）

まろやか赤

⑩トーラ
　オーガニック
　ネロダヴォラ

人気急上昇中！シチリアの有

機地場品種を使った、太陽

を感じさせるジューシー赤！

¥880（税込¥968）
12本セットで
1本あたり¥792 （税込¥871） 
1セット¥9,504 （税込¥10,454）

⑫ラクレイル
　ヴァン・ムスー

お客様の声から生まれた毎日

飲みたいデイリースパークリン

グ。様 な々お料理と相性抜群

です。

¥1,380（税込¥1,518）
12本セットで
1本あたり¥1,311（税込¥1,442）
1セット¥15,732（税込¥17,305）

コクあり白

甘口白

¥2,880（税込¥3,168）→

¥2,500（税込¥2,750）→

¥1,580（税込¥1,738）→

¥1,480（税込¥1,628）→

¥1,680（税込¥1,814）→

ジボー・エヴァシオン

①シードル農園のりんごジュース
②コンテ30ヶ月 100g

①トロフィー・プレミアム　カベルネ・
　ソーヴィニヨン ラザフォード2018
②ミモレット18ヶ月 80g

美味しいソーヴィニヨン・ブラン

を探しに探して辿り着いたフ

ルーティかつ、コクのある一本！

会員様だけの限定価格でご紹

介します。

Viva敬老の日！感謝を贈るワインギフト

¥10,000（税込¥11,000）¥2,000（税込¥2,160）

¥10,000
（税込¥11,000）

ドゥルドン
ヴィエイヤール
ヴィエイユ
ヴィーニュ 2012

“肉食系”のためのシャンパー
ニュ！?黒ぶどう100%の芳醇
コクありシャンパーニュ！

¥5,980
（税込¥6,578）

コクあり白

ヘイヴンズ
シャルドネ2018

ナパの名門が手掛ける
白は、熟したフルーツの
果実味や樽の香りが華
やか。コクのある白ワイ
ンがお好きな方へ。

¥6,800
（税込¥7,480）

コクあり赤

修道士の赤
サントノラ2018

聖なるワインで、大切な
人に元気を贈りません
か？修道士が手掛け
る、濃厚かつ優しい口
当たりの稀少ワイン。

ヴィノスやまざきポイントカードをお持ちの方で、「マイページ」へ
個人情報をご登録いただいた上で、ポイントカードまたはマイペ
ージ上のバーコードをご提示ください。※一部対象外店舗がございます。

会員登録の上、ログインをしていただき
ご注文お手続きを行ってください。
（会員価格が自動で適応されますので、ご確認下さい。）

店舗 WEB

会員限定特別価格

辛口スパークリング白

辛口スパークリング白

¥3,500（税込¥3,850）→

¥2,980（税込¥3,278）¥2,680（税込¥2,948）

ヴーヴ・ジャックマール

人気№１シャンパーニュ！数々

の星付きレストランで供され

た蔵元のバリューな味わいを

会員様限定のサプライズプラ

イスで！

会員限定特別価格

会員限定特別価格

まろやか赤

¥1,480（税込¥1,628）→ ¥2,580（税込¥2,838）→

¥1,280（税込¥1,408）

エスタカーダ
テンプラニーリョ
6か月樽熟成2019

スペインの人気品種を6か月樽

熟成！ソフトな口当たりと渋

味、そして華やかな香りを楽し

めます。

冷やしても、ロックスタイル
でも楽しめる大人気低アル
コール(6%）甘口赤。お得な
6本セットでどうぞ！

会員限定特別価格

特別ご案内会員様限定価格
ポリ（フェノール）+カル（シウム）で

アンチエイジングセット

「家飲みデビュー」は飲みやすさ抜群の甘口フルーティワインで。

まろやか赤

⑪プティ・プロ
　カベルネ・
　ソーヴィニヨン

果実味たっぷりでまろやかに仕上

がった赤ワインはデイリーワインに

ぴったり。飽きのこない口当たり

で毎日の食卓におすすめです。

¥1,280（税込¥1,408）
12本セットで
1本あたり¥1,152（税込¥1,267）
1セット¥13,824（税込¥15,206）

コクあり白

②パスカル・ボンノム
　ヴィレ・クレッセ
　ヴィエイユ・ヴィーニュ2019

¥3,280（税込¥3,608）

¥880（税込¥968）
アペロ・スパーク300ml

蔵直®ワイン専門店
だからこそ実現した
ワイン酵母×シャン
パン製法×低アル
コール（6％）の日本
酒が登場！

まろやか赤

⑦ガルソン タナ2019

南米の秘境ウルグアイから届

いたワインは、赤い果実の香

りに溢れ、ほど良いコクとま

ろやかな味わい！

¥2,180（税込¥2,398）
12本セットで
1本あたり¥1,962 （税込¥2,158） 
1セット¥23,544 （税込¥25,898）

まろやか赤

⑨センターピース
　カベルネ・
　ソーヴィニヨン2019

人気蔵元からの紹介で出会っ

た、カリフォルニア産まろやか＆

リッチなコスパ抜群赤ワイン！

¥1,280（税込¥1,408）
12本セットで
1本あたり¥1,216（税込¥1,338）
1セット¥14,592（税込¥16,051）

コクあり赤

⑧アルタム
　メルロ2019

これがチリワインとは驚きで

す！単一区画の古木のぶどう

を使用した1本は、過去には

TV番組で20万円のワインに

間違えられたことも…

¥2,680（税込¥2,948）
12本セットで
1本あたり¥2,412 （税込¥2,653） 
1セット¥28,944 （税込¥31,838）

甘口微発泡赤

ソルバラ ランブルスコ・ディ
モデナ

色合い美しい赤のランブルスコは低ア

ルコールで優しい甘み。生ハムやチーズ

と合わせてお召し上がりください。

¥1,180（税込¥1,298）
12本セットで1本あたり¥1,062 （税込¥1,168） 
1セット¥12,744 （税込¥14,018）

甘口白

ボリッヒ・レナート
リースリング アウスレーゼ
2016

透明感のある味わいは国内外から高評

価。酸味はやわらかくバランスの取れた

繊細な味わいです。

¥2,880（税込¥3,168）
12本セットで1本あたり¥2,592 （税込¥2,851） 
1セット¥31,104 （税込¥34,214）

甘口白

ウィリ・ハッグ　ピースポーター
ゴルドトレプフェン
リースリング シュペトレーゼ2020

「黄金の雫」の名を冠する、果実の旨味と

甘み、酸味の均整の取れた味わいが素晴

らしい一本です。

¥3,380（税込¥3,718）
12本セットで1本あたり¥3,042 （税込¥3,346） 
1セット¥36,504 （税込¥40,154）

甘口白

テラ・マター レイトハーヴェスト
ソーヴィニヨン・ブラン
2017　500ml

チリの大人気蔵元が、遅摘みしたソー

ヴィニヨン・ブランで仕込んだ濃密な味

わいの限定デザートワイン。

¥1,980（税込¥2,178）
12本セットで1本あたり¥1,881 税込¥2,069） 
1セット¥22,572 （税込¥24,829）

続々再入荷する
こだわりワインで

お客様の声から誕生した当店オリジナルワイン

ニューワールドからも到着しました！

すっきり白

⑥アルカス
　アルバリーニョ2019

お待たせしました！ポルトガル

から再入荷の豊潤な香りと

果実の凝縮感も感じる、辛口

フルーティ白。今店頭でじわじ

わ人気が上昇中！

¥2,380（税込¥2,618）
12本セットで
1本あたり¥2,142 （税込¥2,356） 
1セット¥25,704 （税込¥28,274）

匠が手掛けるこだわりの家飲みワイン！

¥9,000（税込¥9,900）→
¥8,280（税込¥9,108）

甘口赤

ソレイユ・キュヴェ
ユウコ 6本セット

ワイン酵母で造ったフルーティーな
日本酒スパークリングが登場

秋の家飲みワイン12本セット ①～⑫

¥25,260（税込¥27,786）→ ¥23,000（税込¥25,300） ※ポイント対象外 
  

送料無料

白×3 泡×2赤×7

ネルソン
オレンジマスカット375ml
2019

今や稀少な品種から造られる

幻のデザートワイン。程よい甘さ

とオレンジピールのようなほろ苦

さがたまりません！

¥2,380（税込¥2,618）

長年お客様にご愛顧いただくロングセラーのワインから、人気上昇中の新着
ワインまで、世界各国から続 と々人気の商品が到着しました！この秋の家飲み
にぜひお楽しみいただきたい、コスパ溢れるワインたちをご提案します。

探しに探してようやくたどり着い

た、ポルトガルワイン輸入のきっか

けとなった第一号ワイン。濃厚で、

滑らかな味わいに買付隊満場一致

で輸入を決意しました！

「オーガニックだから輸入する」で

はなく、美味しいスパークリングを

造る蔵が進化を続けて有機栽培

に。だから有機・バリュー・味わい

どれも納得なんです！

樹齢60年の古木のぶどうを自然な

農法で栽培。コク、キレを兼ね備え

たブルゴーニュ通も納得のロングセ

ラーワインです。

ワインギフトセレクション（1本ギフト箱付）

とっておきの赤ワイン＋
ミモレットチーズセット

りんごポリフェノールたっぷりの
ノンアル＋コンテチーズセット

お酒を飲まない方にも◎。

有機りんご農家のりんごジュースと

長期熟成の人気チーズ！

当店人気ワインと相性の良い

チーズは、赤ワイン好きの方への

ギフトにぴったりです！

数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定
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