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※詳しい出品リストは裏面をご覧ください。

WEBのデジタルカタログで、
出品アイテムをご紹介！
https://www.isetan.mistore.jp/shinjuku/event_calendar/wine.html 

ラストオーダー：各日終了30分前EAT
IN BAR
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マリアージュを愉しむ トレンドを愉しむ 国別に愉しむ 日本を愉しむ

※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。
※20歳未満の方、お車・オートバイを運転される方の飲酒は
　ご遠慮いただいております。
※販売場所は変更になる場合がございます。■2月25日［月］まで 最終日6時終了
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国別に愉しむ 日本を愉しむ

トレンドを愉しむ

マリアージュを愉しむ



「希少」をキーワードに、名品が集います。

まだあまり知られていない肉、ここでしか味わえ

ない肉、カジュアルなものから高級なものまで、

味わい深い肉たちをぜひかみしめてください。

■伊勢丹新宿店本館6階＝催物場　■2月25日［月］まで 最終日6時終了
　　イートイン・テイスティングBAR ：ラストオーダー各日終了30分前

【柱番号】 【ブランド】 【地域名】

◆国別に愉しむ（テイスティングBAR）
B4 ワインBAR（BB&R）

 英和商事 イタリア、ニュージーランド
 R&W アメリカ
 JALUX アメリカ、アルゼンチンなど
C6 grape off アメリカ
 GO-TO WINE アメリカ
 デプトプランニング アメリカ
 グラン・サム イタリア
 カリーナ モルドバ
 アンビカ インド
 アレグレス （ジン、シードル、カルヴァドス）フランス、スペイン、ベルギー
 エム・アンド・ピー クロアチア、ボスニア、ヘルツェゴビナ
C7 STHアース ロシア、インドネシア、ジョージア
 ステラインポート マケドニア
 デシーマ ベルギー、ルクセンブルク
 ブライオンズ ブルガリア
 サッポロビール アメリカ、オーストラリア
C8 杉山商事 スイス

◆トレンドを愉しむ（テイスティングBAR）
 シェリー BAR（シェリー委員会）
B5 ジンBAR（フライングサーカス）
 マデイラBAR（木下インターナショナル②）
D4 テキーラBAR（テキーラ事務局）

◆トレンドを愉しむ
 パシフィック洋行 フランス、イタリア、スロヴェニア
A3 アルカン ジョージア、スペイン、イタリアなど
 福山黒酢 ジョージア
 アプレヴ･トレーディング イタリア、ニュージーランド
A5 日酒販㈱ スペイン
 ノンナアンドシディ ジョージア、スロヴェニアなど
 東亜商事② イタリア
 モトックス④ ジョージア、オーストラリア、イタリアなど

◆日本を愉しむ（テイスティングBAR）
B1-B2 フジマル醸造所

◆日本を愉しむ
 麻屋葡萄園 山梨
 北海道ワイン 北海道
 岩の原葡萄園 新潟
 甲斐ワイナリー 山梨
 熊本ワインファーム 熊本
 都農ワイン 宮崎

◆国別に愉しむ
B4 BB&R フランス、イギリス、イタリア、南アフリカなど
 アルコス スペイン
 サス スペイン
 ミリオン商事 スペイン
 ボンド商会 イタリア
 セールス・レップ・インターナショナル イタリア
 ヘレンベルガー・ホーフ ドイツ・オーストリア
 モトックス① ギリシャ
 風土 イタリア
 東亜商事① イタリア
 トレードウインド ポルトガル
 ヴィノスやまざき チリ、アルゼンチン、ウルグアイなど
 スマイル アルゼンチン、チリ
 モトックス② 南アフリカ
 国分 南アフリカ
 ピーアンドエムチェコ チェコ
 トラキアトレーディング ブルガリア、ドイツ
 ユーロアジアトレーディング ルーマニア
 オーケーエージェンシー オーストラリア、ニュージーランド
 イレブンインターナショナル カナダ
 金市商店 （ミード）ポーランド、日本、オーストラリアなど
 エノテカ アメリカ、イタリア、フランス、アルゼンチンなど
 日欧商事 イタリア
 いろはわいん （チャコリ）スペイン
C4 木下インターナショナル① ポルトガル
 センチュリートレーディング① スペイン、チリ、アルゼンチン、アメリカなど
 ザートトレーディング ドイツ
 マーウェル イタリア
 オーバーシーズ フランス
 センチュリートレーディング② フランス
 大榮産業 フランス、オーストリア、ポルトガル
 NAKATO フランス
 モトックス③ フランス
C5 日本リカー フランス
 ベリータ フランス
 ロゼエレガンス フランス
 三国ワイン フランス
 山信商事 フランス
 八田 フランス
 GSA 南アフリカ
C6 ラ・ラングドシェン アメリカ、南アフリカ
 GRN オーストラリア、ニュージーランド

◆マリアージュを愉しむ（イートイン）
 JULIA（アメリカンキュイジーヌ）
B8-C8 リ・カーリカ（パスタ）
 鮨 魯山（寿司）

◆マリアージュを愉しむ
 ラ･フルティエールタケウチ（洋特選）
 ランマス（チーズ）
 ミレイユンヌ・ユイル（洋特選）
 ASOマイスタールドルフ（シャルキュトリー）
 ヴィンチュリ（ワイングッツ）
 モンキービジネス（ワイングッツ）

 五味葡萄酒 山梨
B3 深川ワイナリー 東京
 BOOK ROAD 東京
 サドヤ 山梨
 シャトー勝沼 山梨
 登美の丘ワイナリー 山梨など
 塩尻ワイナリー 長野
 グランポレール 北海道、山梨、岡山など
 シャトー・メルシャン 山梨、長野、福島など
 マルサン葡萄酒 山梨
 十勝ワイン 北海道
 ココファームワイナリー 栃木
 ウッディファーム 山形
 安曇野ワイナリー 長野
 アルプスワイン 山梨
 ドメーヌQ 山梨
 タキザワ・ワイナリー 北海道
 有限会社朝日町ワイン 山形
 高畠ワイナリー 山形
C3 丹波ワイン 京都
 フェルミエ 新潟
 安心院葡萄酒工房 大分
 山梨銘醸 山梨
 三芳菊酒造 徳島
 まるき葡萄酒 山梨
 ドメーヌMITO 茨城
 セイズファーム 富山
 キャメルファーム 北海道
 塩山洋酒 山梨
 旭洋酒 山梨
 奥出雲葡萄園 島根
 マルシェ・オ・ヴァン 山梨

【柱番号】 【ブランド】 【地域名】 【柱番号】 【ブランド】 【地域名】

出店一覧

※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。
※20歳未満の方、お車・オートバイを運転される方の飲酒はご遠慮いただいております。
※販売場所は変更になる場合がございます。

〈THE GOOD VIBES〉
和牛と熟成肉のメンチカツサンド 1,801円（1個）

〈バルバッコア〉
ピッカーニャボール
1,001円（1個）

※写真はイメージです。

各日50点限り

本館地下1階＝フードコレクション

B6

A7

B3 C8-D8

D3

D2

C2

B7




