
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

◎未成年の飲酒は法律で禁じられています。
全国一律送料￥600（税込￥660）※6～9月は品質保持のためクール便￥200（税込￥220）での配送をおすすめします。　　

※￥10,000（税込￥11,000）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）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。

Ⓜ6本セット 
¥8,880（税込¥9,768）

すっきり
辛口白

甘口
微発泡白

¥2,080（税込¥2,288）→ ¥1,980（税込¥2,178）ご予約価格

¥11,280（税込¥12,408）ご予約価格

Ⓕイタリアぶどう農家の夏ワイン白

Ⓘ6本セット 

¥11,280（税込¥12,408）ご予約価格

Ⓖ6本セット 

¥2,080（税込¥2,288）→

¥1,980（税込¥2,138）→

¥1,980（税込¥2,178）ご予約価格

Ⓗイタリアぶどう農家の夏ワイン赤

辛口
微発泡白

辛口
微発泡赤

1本あたり￥1,480（税込￥1,628）

（タッキーノ フリッツァンテ赤）（タッキーノ フリッツァンテ白）

1本あたり￥1,880
（税込￥2,068）

1本あたり￥1,880
（税込￥2,068）

Ⓛシラーズ・ヌーヴォー 2022
¥1,680（税込¥1,848）→

¥1,580（税込¥1,738）ご予約
価格

ご予約
価格

Ⓒ夏ヌーヴォー シャルドネ 2022
¥1,680（税込¥1,848）→

¥1,580（税込¥1,738）
Ⓓ6本セット 

¥8,880（税込¥9,768）ご予約価格

ご予約価格

1本あたり￥1,480（税込￥1,628）

Ⓐソレイユ・キュヴェ・ユウコ®
　ヌーヴォーS 2022
¥1,680（税込¥1,848）→

¥1,580（税込¥1,738）
Ⓑ6本セット 

¥8,880（税込¥9,768）ご予約価格

ご予約価格

1本あたり￥1,480（税込￥1,628）

¥3,880（税込¥4,268）
ご予約価格Ⓙイタリアぶどう農家の夏ワイン

　赤白2本セット

シュワッと辛口の微発泡白ワインは、夏にぴったりのキレのあ
る味わい。夏野菜やシーフードなどのお食事と共に！

イタリアから届いた元祖夏ワインは、赤ワインですがキリッと冷やして
お召し上がりください。お肉やトマトを使ったお料理と相性抜群です！

●タッキーノ フリッツァンテ白　●タッキーノ フリッツァンテ赤

●ご予約期間 6月1日（水）～入荷まで
●お引渡期間 8月入荷予定。
　　　　　　引き渡し開始日が分かり次第
　　　　　　ご連絡いたします。
※輸入、輸送の遅れ等の影響で日程に変更が生じる
　可能性もございますので、予めご了承ください

※輸入、輸送の遅れ等の影響で日程に変更が生じる
　可能性もございますので、予めご了承ください

Ⓔ夏ヌーヴォー 2022
　2本セット

¥3,080（税込¥3,388）ご予約価格

●夏ヌーヴォー シャルドネ
●ソレイユ・キュヴェ・ユウコ® ヌーヴォーS 2022

¥1,800（税込¥1,944）
Ⓚ蔵直®夏チーズ3種セット

ご予約価格

夏の風物詩 イタリア産辛口微発泡ワイン

シュワッと
微発泡

＆

マスカット
の爽やかな

甘さ

低アルコー
ル（6％）が

嬉しい

夏の「ソレ
イユS」！

もぎたて果実の
旨みが詰まった

フレッシュな辛口白！

新夏ワインver.2022
ご予約受付中

①トーマダイワ 80g（あっさりセミハード）
②ロビダイワ 100g（クリーミーウッォシュ）
③ヤマンクッバイ 57g（濃厚ブルー）

［ご予約期間］6月1日（水）～6月30日（木）
［お引渡し期間］7月1日（金）～8月31日（水）

フレッシュな味わいが魅力の

ヌーヴォー（新酒）を、暑い夏

にこそお楽しみいただきたい

…！その思いで、南半球オース

トラリアの蔵元に、特別に造っ

ていただいたのが、この夏ヌー

ヴォーです。毎年楽しみにして

くださっているお客様も多い、

当店の夏の風物詩が今年も入

荷いたします！今年はギリギリ

までぶどうの収穫を待ったた

め、入荷が遅くなりましたが、

ぜひご予約いただき、楽しみに

お待ちくださいませ！

詳細、
追加情報は
こちらから

「こんな美味しくて本格派のブルーチーズが
日本にあったなんて…」

宮崎県のダイワファームは酪農から自社で行います。
日々美味しいチーズの可能性を探求する
こだわりの造り手を発見しました！

蔵直®夏チーズが新登場！

初秋のシラーズ・ヌーヴォー リリース決定！

500セット限定

Coming soon
2022年、とことん完熟を待ちました！
南半球オーストラリア産の
“初秋”のシラーズ・ヌーヴォーです。

リニューアルして

新しくなった

8月入荷
予定

7月入荷
予定

7月入荷
予定

今秋
入荷予定
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ソレイユ・キュヴェ・ユウコ® ヌーヴォーS 2022

ソレイユ・キュヴェ・ユウコ® ヌーヴォーS 2022 6本セット 

夏ヌーヴォー シャルドネ 2022

夏ヌーヴォー シャルドネ 2022 6本セット

イタリアぶどう農家の夏ワイン白

イタリアぶどう農家の夏ワイン白 6本セット 

イタリアぶどう農家の夏ワイン赤 

イタリアぶどう農家の夏ワイン赤 6本セット

イタリアぶどう農家の夏ワイン赤白2本セット 

シラーズ・ヌーヴォー 2022 ［秋頃入荷予定］　

シラーズ・ヌーヴォー 2022 6本セット ［秋頃入荷予定］　　

8月

7月

秋頃

●トーマダイワ　●ロビダイワ　●ヤマンクッバイ

商　品　名 お届け時期 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。
●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。ただし、食材の賞味期限や輸入スケジュールの都合上、同梱不可の場合もございます。

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。チーズをご注文の場合は必ずクール便でのお届けとなります。

【予約期間】Ⓐ～Ⓔ：2022年6月1日（水）～入荷まで Ⓕ～Ⓚ：2022年6月1日（水）～6月30日（木） 
　　　　　Ⓛ～Ⓜ：2022年6月1日（水）～8月31日（水）
【お引き渡し期間】Ⓐ～Ⓔ：8月入荷予定。引き渡し開始日が分かり次第ご連絡いたします。 Ⓕ～Ⓙ：7月1日（金）～8月31日（水）
　　　　　　　  Ⓚ：入荷日～2022年7月17日（日） Ⓛ～Ⓜ：入荷日～2022年10月31日（月）  
※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。※お届け時期が異なる商品の同梱はでき兼ねますので予めご了承ください。

ご予約価格￥1,580（税込¥1,738）
ご予約価格¥8,880（税込¥9,768）

ご予約価格￥1,580（税込¥1,738）
ご予約価格¥8,880（税込¥9,768）
ご予約価格￥3,080（税込¥3,388）

ご予約価格¥1,980（税込¥2,178）
ご予約価格¥11,280（税込¥12,408）

ご予約価格¥1,980（税込¥2,178）
ご予約価格¥11,280（税込¥12,408）
ご予約価格¥3,880（税込¥4,268）

ご予約価格¥1,800（税込¥1,944）
ご予約価格￥1,580（税込¥1,738）
ご予約価格¥8,880（税込¥9,768）

※別途クール便代
　200円（税込220円）　

上記住所と
異なる場合

●夏ヌーヴォー シャルドネ　●ソレイユ・キュヴェ・ユウコ® ヌーヴォーS 2022
夏ヌーヴォー 2022 2本セット

蔵直®夏チーズ3種セット

¥1,680（税込 ¥1,848）→

¥1,680（税込 ¥1,848）→

¥2,080（税込¥2,288）→

¥2,080（税込¥2,288）→

¥1,980（税込¥2,138）→

¥1,680（税込 ¥1,848）→

※ご発送の場合、蔵元箱または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。


