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2月19日（水）～24日（月・振替休日）  最終日6時終了
伊勢丹新宿店本館6階＝催物場

※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・オートバイ等を運転される方の飲酒はご遠慮いただいております。

出品ワインの情報など、
詳しくはWEBで！

欧州から
ニューワールドまで、

世界のワインゾーン

親しみと敬意を込めて、
世界に誇る

日本ワインゾーン

近年ますます注目の

ナチュラルワイン 
ゾーン

ペアリングも飲みくらべも

レストラン＆バー 
ゾーン

※試飲提供は各日終了45分前までとさせていただきます。

本館

6階

Eat
 in

営業時間：10時〜8時　最終日6時終了
ラストオーダー：各日終了30分前

Bar

Eat
 in

Bar

Bar

Bar



A3-A5 フランス、オーストラリア マルシェ · オ · ヴァン

フランス、イタリア、スペイン、ドイツ トロワザムール（BMO）

南アフリカ THE AFRICAN BROTHERS

スペイン、ジョージア 日本酒類販売

ジョージア、イタリア モトックス · アルカン

ジョージア、スロヴェニア、イタリアなど ノンナ · アンド · シディ

イタリア 東亜商事

イタリア カーサボーナ（TA-WA)

フランス ピコルーズ

オーストラリア Wine Diamonds

スペイン、フランス VOGAJAPAN

モンテネグロ、スペイン 駒形 前川

スペイン、イタリア、ギリシャなど モトックス

ジョージア 福山黒酢

イタリア eVino

★ナチュラルワイン

★バー

B4-B5 ジン BAR（TOKYO FAMILY RESTAURANT 監修）

C4 キスラー · ヴィンヤーズ　ワイン BAR　（エノテカ監修）

C5 マデイラ BAR（MADEIRA　ENTRADA 監修）

B4 世界各国　ワイン BAR　（ベリー・ブラザーズ＆ラッド 監修）

B5 テキーラ＆メスカル BAR（JUAST 監修）

C4-C5 シェリー BAR（ミリオン商事監修）

★レストラン

A8-B8-C8 WAKAZE

A8-B8-C8 日本ワインと食材　フジマル食堂

C8 京都 京都丹波ワイン

熊本 熊本ワインファーム

大分 安心院葡萄酒工房

宮崎 都農ワイン

D8 東京 Book Road 〜葡萄人〜

山梨 甲斐ワイナリー

山梨 登美の丘ワイナリー

北海道 キャメルファームワイナリー

新潟 岩の原葡萄園

山形 朝日町ワイン

北海道、長野、岡山など グランポレール

東京 深川ワイナリー東京

山梨 シャトー勝沼

北海道 北海道ワイン

新潟 フェルミエ

山形 高畠ワイナリー

山形 グレープリパブリック

長野、山梨、秋田 シャトーメルシャン

C8-D8 北海道 十勝ワイン

青森 ファットリア · ダ · サスィーノ

富山 SAYS FARM

栃木 ココ・ファーム・ワイナリー

岡山 domaine tetta

北海道 OSA WINERY

山形 蔵王ウッディファーム＆ワイナリー

新潟 カーヴドッチ ワイナリー

山梨 MGVs（マグヴィス）ワイナリー

島根 奥出雲葡萄園

長野 ドメーヌ · 長谷

滋賀 ヒトミワイナリー

長野 カンティーナ · リエゾー

長野 ル・ミリュウ

C8-D8 北海道 さっぽろ藤野ワイナリー

山形 ベルウッドヴィンヤード

新潟 キヨワインズ

山梨 奥野田葡萄酒

山梨 共栄堂

山梨 ダイヤモンド酒造

山梨 グレープリパブリック＆おひさまぶどお

宮城 ファットリア · アルフィオーレ

新潟 ドメーヌ · ショオ

山梨 旭洋酒

山梨 機山洋酒工業

山梨 三養醸造

山梨 ドメーヌ · ヒデ

広島 福山わいん工房

★日本ワイン

〈マルシェ・オ・ヴァン〉（ワインショップ出展）

A5-A7 フランス（シャンパーニュ） センチュリートレーディング

フランス（ローヌ） NAKATO

フランス（プロヴァンス） ロゼレガンス

フランス、オーストリア、ポルトガルなど 大榮産業

A7-A8 フランス（ブルゴーニュ） 八田

フランス 三国ワイン

B5 イタリア 日欧商事

スペイン サス

イタリア 風土

スペイン アルコス

スペイン、フランス フィラディス

イタリア マーウェル · インターナショナル

フランス、モルドバ センチュリートレーディング

B6 スペイン センチュリートレーディング

スペイン いろはわいん

イタリア 東亜商事

イタリア、スペイン ボンド商会

ブルガリア ブライオンズ

ルーマニア ユーロアジアトレーディング

ドイツ、オーストリア ヘレンベルガー · ホーフ

クロアチア、ボスニア · ヘルツェゴビナ エム · アンド · ピー

イタリア メモス

イタリア セールス · レップ · インターナショナル

B7 マケドニア ステラインポート

ブルガリア トラキアトレーディング

チェコ ピーアンドエムチェコ

スイス 杉山商事

モルドバ ユウ · コーポレーション

オーストラリア、ニュージーランド オーケーエージェンシー

アメリカ ヴィノスやまざき

南アフリカ モトックス

オーストラリア、チリ、アルゼンチン スマイル

C6 オーストラリア、ニュージーランド モトックス

オーストラリア、ニュージーランド GRN

アメリカ モトックス

南アフリカ GSA ジャパン

アメリカ GO ｰ TO WINE

アメリカ JALUX

C6-C7 アメリカ デプトプランニング

アメリカ GRAPE OFF

チリ JALUX

アメリカ、南アフリカ ラ · ラングドシェン

ロシア、ジョージア、インドネシア STH Earth 

ニュージーランド、イタリア 英和商事

C7 チリ 日本リカー

チリ、オーストラリア、ニュージーランド トゥエンティーワンコミュニティ

ウルグアイ、チリ、アルゼンチン ヴィノスやまざき

ポーランド、日本、カナダなど（ミード） 金市商店

カナダ イレブンインターナショナル

D4 イタリア グランサム

イタリア ル・ブション ジャポン sarl.

★世界のワイン

C5 フランス 日本リカー

フランス、イタリア ベリータ

イタリア モンテ物産

世界を旅するワイン展　2月19日（水）〜24日（月・振替休日）  最終日6時終了　伊勢丹新宿店本館6階＝催物場　　イートイン/バー　営業時間：10時〜8時　最終日6時終了　ラストオーダー：各日終了30分前

※試飲提供は各日終了45分前までとさせていただきます。

※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・オートバイ等を運転される方の飲酒はご遠慮いただいております。

☆本館7階レストラン街「イートパラダイス」
正月屋𠮷兆、おらがそば信州、チャヤマクロビ レストラン、西櫻亭、
ラ·ターブル·エディアール、銀座アスター、ベジチャイナ 南国酒家、韓食 古家

☆本館パーキング1階
トラットリア·ターボロ·ディ·フィオーリ

イベント会場内でお求めいただいたワインは、
下記の店舗に無料でお持ち込みいただけます。 
※持ち込みの際は各店舗にレシートをご提示ください。

B Y O【Bring  Your  O wn（ Wine )】 
ワイン持ち込み無料キャンペーン


