
〈シャトー・ド・モンメラ〉は、その歴史を10世紀まで遡る、ボージョレ地区では非常に珍しい
本格シャトー（城・醸造所の意味）です。映画化や舞台化など、今なおその生涯に多く
の人々が関心を寄せ、魅了し続ける悲劇の王妃“マリー・アントワネット”が滞在したこと
で知られ、恋人と過ごしたといわれています。現在も彼女が寄贈した記念カップは、
そのエピソードを裏付ける物として大切に保管されています。
モンメラで造られるボージョレ・ヴィラージュは、“マリー・アントワネット”が愛したワインとも
言え、今年も、プレミアム・ヌーヴォとして限定250本を特別にご紹介いたします。

悲劇の王妃 マリー・アントワネットが愛した

プレミアム・ヌーヴォ
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R43-212

モメサン ボージョレ・ヴィラージュ・ヌーヴォ
シャトー・ド・モンメラ 2021

￥4,300（税込）梱包配送料を含む
航空便

重 軽

〈シャトー・ド・モンメラ〉の畑は、南から南東に向いた海抜200～
400mの小高い丘の斜面に位置しているため、最高の状態にま
で熟成したブドウを産出しています。このブドウを伝統的な“マセ
ラシオン・セミ・カルボニック法”（自然発酵の炭酸ガスによる浸漬
法）で通常より長い時間をかけて発酵させます。このため、紫が
かった光沢の深い色合い、豊かなアロマ、凝縮された果実風味と
複雑な味わいを持つ、最高級のヌーヴォワインになるのです。

1865年、ジャン・マリー・モメサンがブルゴーニュのマコン村にワイン会
社を創業しました。1889年にはマコンにあるクルーニ修道院の土地を
取得し本社を移転。その修道院で使われていた鍵が、現在のモメサン
のロゴマークのルーツです。

最高級の味わいの秘密

◎AOPボージョレ・ヴィラージュ◎750ml◎12.5度◎ブドウ品種：ガメイ◎モメサン社◎ブル
ゴーニュ／赤ワイン◎航空便

シャトー・ド・モンメラ 
ヌーヴォ

本格シャトーが誇る贅沢な味わい

ロゴマークが語るシャトーの歴史

モメサンのヌーヴォは、２人の醸造責任者（「パトリック・
ヴィヴィエ」と「リディ・ネム」）を中心に、醸造担当チーム
が契約する250ha以上の畑を管理しています。生産者
に対し、発酵や剪定に関わる最新の技術情報の提供や
生産指導を行うとともに、マーケット情報を提供して、生
産者のレベルアップと品質の向上を図っています。

品質を司る、2人の醸造責任者

モメサンが採用している、合理的必要性に応じて最低限の
農薬やそれに準ずるものを使用する減農薬農法です。大変
手のかかる作業ですが、環境や人間の事も考えながらテロ
ワールの特徴も表せる高品質なワイン造りをするために行
なっています。

環境にも人間にもやさしい、リュット・レゾネ農法

パトリック・ヴィヴィエ氏 リディ・ネム氏



107-512
ジェラール カマンベール・クラシック

￥756（税込）
◎105g（7粒）◎21.8×9×5cm◎スペイン製

107-511

エコフィクス

ECOFICUS フィグボンボン

￥1,620（税込）
◎125g◎約10.3×10.3×3.7cm◎フランス製

株式会社三洋堂
摘　要

担当 部門 倉庫 接客 申込方法

媒体コード：99210720

●お客様のプライバシー保護のため、（株）三洋堂では顧客データを厳重管理して
おります。お客様の個人情報は商品の配送等のために弊社が管理する委託先に
提供する場合を除き、第三者に譲渡することはございません。ただし法律に基づき
公的機関より要請された場合、お客様の利益を保護するため、必要と判断した場
合には開示する場合があります。●お客様の個人情報（お名前、ご住所、電話番
号、FAX番号、Eメールアドレス、生年月日等お申込書や契約書に記された内容）
は、以下の目的のため利用いたします。商品等の配送、代金決済、お問合せへの
回答、商品カタログ、キャンペーンチラシ等の送付、サービス・お
客様への特典・会員募集等のご案内の送付、その他上記に伴う
業務の実施。
●個人情報に関するお問合せ先
　（株）三洋堂 管理本部 本部長 個人情報保護苦情相談窓口　

【個人情報の取り扱いに関する確認事項】

（梱包配送料・消費税を含む）ご注文総数 ※ご自宅、ご贈答先などへのご注文総数をご記入ください。

R43-212
商品番号

モメサン ボージョレ・ヴィラージュ・ヌーヴォ シャトー・ド・モンメラ 2021
商　品　名

円本4,300円
107-511 ECOFICUS フィグボンボン 円袋1,620円
107-512 ジェラール カマンベール・クラシック 円個756円

価格 合計金額ご注文総数

円総合計金額

ご注文者 ※太線（ー）枠内にご記入ください。　 ご注文日 2021年　　　月　　　日
ご
請
求
先（
ご
自
宅
お
届
け
）

R43-212
ご注文の方は✓印を
付けてください。

※ご注文いただく前に、必ず下記の
【個人情報の取り扱いに関する確認事項】ご確認ください。

□20歳以上です。

お支払い方法
時間指定 □午前   □午後   □夜間   □なし

□ 代引き□ お振込み

モメサン ボージョレ・ヴィラージュ・ヌーヴォ
シャトー・ド・モンメラ 2021
ECOFICUS フィグボンボン

お名前

ご住所

様

フリガナ

〒

FAXでご注文のお客様へ
受信確認FAXが必要な場合は    印を付けてください。

ご連絡先 その他ご連絡先○で囲んでください。　 TEL （　　　）

FAX （　　　）

TEL （　　　）
新商品のご案内等サービスに関する最新情報について、
ご希望されない場合は　 印を付けてください。　　

自宅 勤務先

□今後、ご案内を
　 希望しない。

107-511
ジェラール カマンベール・クラシック

袋

107-512 個
都  道
府  県

市  区
町  村

ご本人様お届け数

お届け先 ※ご贈答用などお届け先が上記ご住所と異なる場合のみ下記へご記入ください。

ご
贈
答
先 □午前   □午後   □夜間   □なし時間指定

お電話番号

お名前

ご住所

様
フリガナ

〒 都  道
府  県

市  区
町  村

R43-212 モメサン ボージョレ・ヴィラージュ・ヌーヴォシャトー・ド・モンメラ 2021
ECOFICUS フィグボンボン107-511
ジェラール カマンベール・クラシック

袋

本

本

107-512 個

ご贈答先様お届け数

TEL （　　　）

◎交換・返品は事前にご連絡のうえ、商品到着後8日以内にお願いいたします。◎配送中に破損
したり、異なった商品が届いた場合には、商品到着後8日以内に右記「お客様サービスセンター」
までご連絡ください。至急お取り替えいたします。◎ご注文違いやお気に召さないなど、お客様の
都合による交換・返品の送料はお客様のご負担とさせていただきます。

商品の交換・返品について

◎掲載価格は梱包配送料が含まれています。◎商品は海外輸入品のため万一品切れの際は、あらかじ
めご了承ください。◎製造上の都合および輸入時期により、商品デザインや内容が若干変更される場合
があります。◎国内法により、輸入元を明示したシール（日本語）を付けることが義務付けられています。
あらかじめご了承のうえ、ご注文ください。◎カタログ掲載商品の色は印刷の再現上、若干色調が異な
る場合があります。◎ご予約が予定数に達した時点でご注文を締め切らせていただきますので、お早め
にご注文ください。◎20歳未満の方への販売はしておりません。◎酒類のご注文は、お一人様24本まで
とさせていただきます（１本760mlの場合）。

カタログについてのご注意とご案内

受付時間  ●月～金/10：00～17：00  ●土・日・祝/休み
※12/30・31および1/1・2・3は、お休みさせていただきます。

お客様サービスセンター 0120-57-3410
サン  ヨー   ドー

通話料無料

酒類取扱：（株）三洋堂本社 （酒類販売免許店） 〒105-0004 東京都港区新橋1-18-14
酒類販売管理者：内田 辰海 酒類販売管理受講年月日：2019年11月1日
次回研修の受講期限：2022年10月31日 研修実施団体名：一般社団法人 全国スーパーマーケット協会

未成年者の飲酒は法律で禁止されています。
20歳未満の方への酒類の販売はしておりません。

販売元：（株）三洋堂

NO.　
お電話でご注文の際は上記NO.をお伝えください。

1
ご
注
文

3
お
支
払
い

お振込み、代金引き換えからお選びください。
電 話

郵 送
通信料無料

下の記入欄に必要事項をご記入のうえ、下記の宛先までご郵送ください。

通話料無料
【受付時間】10：00～18：00
土・日・祝/休み0120-39-3410

FAX 【受付時間】24時間受付
平日17時以降・土日祝日
受付確認は翌営業日になります。

0120-38-3410
サンヨードー

サンヨードーサンキュー 2
お
届
け

 宅配便にて
「解禁日11月18日（木）」に
 お届けいたします。

電話、FAX、郵送にてご注文ください。

商品のお届けは弊社と業務提携しており
ます宅配業者に委託いたします。航空機の
ストや天候状況など、不測の事態によりお
届けが遅れる場合がございます。特に航空
会社減便の影響により、沖縄県全域に延着
が予測されます。あらかじめご了承ください。

 お振込み 商品に同封、もしくは郵送される専用振込用紙に
て、到着後7日以内に郵便局またはコンビニエンスストアより
お振込みください。
※コンビニエンスストアでの振込み手数料は弊社負担ですが、
郵便局からの振込み手数料はお客様のご負担にてお願いい
たします。※販売価格には梱包配送料が含まれております。
 代引き 商品お届け時に宅配会社へお支払いください。
※ご注文者とお届け先が異なる場合はご利用いただけません。

※ご予約が予定数に達した時点でご注文を締め切らせていただきますので、
お早めにご注文ください。
※20歳未満の方への販売はしておりません。

三洋堂オペレーションセンター 
〒344-0031 春日部市一ノ割4-11-12

繊細なミルク風味と、クリーミーでとろけるような食感。くせの
ない味わいが特徴で、苦味のもととなる白カビを極力カットして
います。赤ワインはもちろんコーヒー、紅茶にも合うチーズです。

スペインの有機栽培いちじくを使用したドライフルーツのチョコボン
ボン。ベルギー産ダークチョコレートに包まれたいちじくの中からアー
モンドプラリネがお口いっぱいに広がる、贅沢な味わいの一粒です。

ワインに合う
おいしいおつまみ

モンメラ購入者限定

モンメラと一緒にお届けいたします。

個包装
7粒入り

※食品のみのご注文は承れません ※食品のみのご注文は承れません

電話：03-3508-3410  e-mail：privacy@sanyodo-net.co.jp　　


