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期間限定特価

『ヴィレッジ･セラーズ ワインカタログ 2021秋』掲載の

11/30
9/1-1

全品

SA L E
SALE

オーストラリア産スティルワイン
アイテム
毎に

秋カタログから選べる！

1ダース単位

OF F
10％ OFF

注文は

でのご

･ダース単位のみ割引適用（混載不可）。
･スパークリングワイン、
酒精強化ワイン、
セット商品、 容量750ml以外は適用外。

対象アイテム一覧
https://bit.ly/3Bizp7B

9 １０1
０11月

プレミアム生産者

月替わり
限定特価

現行年号＆熟成バックヴィンテージ

なんと熟成ワインがお得/

２本セット 月替わり特価オファー
セット価格

特価期間

9/1-30

は

10％お得

10/1-31

グロセット ［南オーストラリア州クレア･ヴァレー］
Grosset［Clare Valley, South Australia］
スプリングヴェイル･リースリング
Sʼ20 & Sʼ11 セット
Springvale Riesling

#AU004

ポーリシュヒル･リースリング
S'19 & S'11 セット
Polish Hill Riesling

ガイア
#AU005

Sʼ16 & ʼ01 セット
Gaia

Sʼ20 ¥4,800
Sʼ11 ¥6,000

Sʼ19 ¥6,200
Sʼ11 ¥7,600

¥13,800 →
Sʼ16 ¥8,000
ʼ01 ¥10,500

¥18,500 →

¥16,650

Art Series Chardonnay

ヤラ･イエリングからはさらに/
数量限定

ス博士の時代を経て
伝説の醸造家ベイリー･カローダ
” ダブル受賞
ヤー
･ザ･イ
･オブ
今夏 “ワイナリー

注目の
スポット商品

10月新入荷

Leeuwin Estate［Margaret River, Western Australia］
アートシリーズ･シャルドネ
Sʼ17 & Sʼ11 セット

今、
世界的注目の醸造家サラ･クロウが手がける

Sʼ17 ¥10,500
Sʼ11 ¥12,500

¥23,000 → ¥20,700

隣の単一畑“ワラメイト”待望の入荷！

詳細
https://bit.ly/3D2CMRw

#AU007

アートシリーズ･カベルネ･ソーヴィニヨン
Sʼ16 & ʼ01 セット
Art Series Cabernet Sauvignon

［ヴィクトリア州マセドン･レンジズ］

10-11月オファー内容は裏面をご覧ください。

¥12,420

ルーウィン･エステート［西オーストラリア州マーガレット･リヴァー］

#AU006

カーリー･フラット

［南オーストラリア州バロッサ］

¥9,720

¥10,800 →

Sʼ16 ¥7,500
ʼ01 ¥12,000

¥19,500 →

・各ワイン詳細はQRコードまたはURLよりご覧いただけます。
・本セットは「スティルワイン全品ダース単位10%OFF」適用外。
・在庫なくなり次第終了。

［西オーストラリア州マーガレット･リヴァー］

エルダトン

期間限定
セット定価

定価

#AU003

11/1-30 モスウッド

ヤラ･イエリング
［ヴィクトリア州ヤラ･ヴァレー］

¥17,550

詳細
https://bit.ly/3zcxQaj

CODE

ワラメイト

希望小売価格

11753

シャルドネ S'20

￥3,800

11754

ピノ･ノワールS'20

￥4,200

11755

カベルネ･ソーヴィニヨン S'18

￥3,800

11756

シラー S'17

AU002

4本セット（上記4アイテム×各1本）

￥3,600 セット価格
は

￥14,630

5％お得

価格はすべて希望小売価格（税別）;商品名とヴィンテージの間の”S”はスクリューキャップ使用。
（2021年8月）

E-mail: wine@village-cellars.co.jp

ヴィレッジ･セラーズ株式会社
〒935-0056 富山県氷見市上田上野 6-5

www.village-cellars.co.jp

TEL: 0766-72-8680 FAX: 0766-72-8681
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9 １０1
０11月

プレミアム生産者

セット価格

月替わり

は

２本セット 月替わり特価オファー

10％お得

限定特価

現行年号＆熟成バックヴィンテージ
9月オファー内容はおもて面を
ご覧ください。
詳細
https://bit.ly/3zcxQaj

特価期間

特価期間

10/1-31

11/1-30

ヤラ･イエリング［ヴィクトリア州ヤラ･ヴァレー］
Yarra Yering［Yarra Valley, Victoria］

Moss Wood［Margaret River, Western Australia］
期間限定
セット定価

定価

ドライ･レッド No.1
#AU008 ʼ15 & ʼ01 セット

ʼ15 ¥10,500
ʼ01 ¥12,200

¥22,700 →

Dry Red No.1

ドライ･レッド No.2
ʼ15 & ʼ01 セット

#AU009

ʼ15 ¥9,800
ʼ01 ¥13,900

¥23,700 →

Dry Red No.2

アンダーヒル･シラーズ
ʼ15 & ʼ01 セット

#AU010

モスウッド［西オーストラリア州マーガレット･リヴァー］

ʼ15 ¥9,800
ʼ01 ¥13,400

¥23,200 →

Underhill Shiraz

¥20,430

Sʼ20 ¥6,500
Sʼ11 ¥7,500

#AU013

¥21,330

リボンヴェイル･メルロ
S'17 & S'11 セット

Sʼ17 ¥6,500
Sʼ11 ¥7,470

¥20,880

カベルネ･ソーヴィニヨン
Sʼ16 & S'02 セット

Sʼ16 ¥11,500
Sʼ02 ¥16,200

¥27,700 →

Cabernet Sauvignon

カーリー･フラット［ヴィクトリア州マセドン･レンジズ］

Elderton［Barossa, South Australia］

Curly Flat［Macedon Ranges, Victoria］

コマンド･シングルヴィンヤード･シラーズ
Sʼ15 & ʼ01 セット
Command Single Vineyard Shiraz

Sʼ15 ¥10,800
ʼ01 ¥14,900

¥25,700 →

#AU015

¥23,130

シャルドネ
Sʼ16 & Sʼ11 セット

¥24,930

Sʼ16 ¥7,000
Sʼ11 ¥8,000

¥13,500

¥15,000 →

Chardonnay

・各ワイン詳細はQRコードまたはURLよりご覧いただけます。

¥12,570

¥13,970 →

Ribbon Vale Merlot

#AU014

¥12,600

¥14,000 →

Ribbon Vale Cabernet Sauvignon

エルダトン［南オーストラリア州バロッサ］

#AU011

期間限定
セット定価

定価

リボンヴェイル･カベルネ･ソーヴィニヨン
#AU012 Sʼ17 & Sʼ11 セット

・本セットは
「スティルワイン全品ダース単位10%OFF」
適用外。

・在庫なくなり次第終了。

価格はすべて希望小売価格（税別）;商品名とヴィンテージの間の”S”はスクリューキャップ使用。

開栓したワインを
そのままおいしく保つ
アルゴン
ワインセーヴ･プロ
のご案内

ワイン 、日本酒 、醤 油 、オリーブオイル 、コーヒー豆 、茶 葉 も
䖣䗬䖵䗴䗼䗰䖥䗴䖼䗽䗵

これ1本 で 酸化 を 防 いで
もっとおいしく、もっとヘルシー
アルゴンは、
空気中に1%弱、窒素や酸素に続き3番目に多く含まれます。
無味･無臭･無色、他の物質と反応しない不活性･無害の安全な気体です。
アルゴンは、窒素や酸素より重いため
ごく少量で表面を覆い酸素を遮断。
〇発泡性を含むすべての酒類、食用油、
醤油などの酸化を防ぎます。
〇茶葉、
コーヒー豆など
固体の間にも滑り込み、効率よく酸素を
遮断します。

空気

O2

O2

O2

r Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar
O2
液体の表面を
アルゴンが覆う

O2

O2
空気

O2

Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar A
固体の伱間にもアルゴンが浸透

手軽に使える食品酸化防止用アルゴンガス100％

アルゴン･ワインセーヴ･プロ
［商品コード 284］ 希望小売価格

3,500 円（税別）

ワインのフルボトル
（750ml瓶）
の場合適切な使用量
（1回当たり1秒弱噴霧）
で
最低150回分。
容器の形状、
液体面積によって使用量を調整してください。
コー
ヒー豆など固体の保存容器に使用する場合は初回は多めに、
容器を過度に振
らないなど丁寧に扱えば次からは少量のみで効果を発揮します。

（2021年8月）

〈輸入販売元〉

E-mail: wine@village-cellars.co.jp

ヴィレッジ･セラーズ株式会社
〒935-0056 富山県氷見市上田上野 6-5

https://info.village-cellars.co.jp/winesavepro

www.village-cellars.co.jp

TEL: 0766-72-8680 FAX: 0766-72-8681

