2021 年 8 月 27 日

株式会社セコマ

「ボージョレ・ヌーボー2021」の予約受付を開始します！
セイコーマート 50 周年記念限定ヌーボーも登場！
セイコーマートでは、8 月 30 日(月)より「ボージョレ・ヌーボー2021」の予約受付を開始します！
今年は、
「ボージョレ・ヌーボー2021」
「ボージョレ・ヴィラージュ・ヌーボー2021」
「ボージョレ・ロゼ・
ヌーボー2021」に加え、セイコーマート 1 号店誕生から 50 年を記念して「ボージョレ・ヴィラージュ・ヌー
ボー・ヴィエイユ・ヴィーニュ・キュヴェ・スペシャル」を 5,000 本限定でご用意します！樹齢 50 年以上の
古樹から厳選したぶどうで造った特別なボージョレ・ヌーボーです。
また、飲み比べが楽しめるお得な「ボージョレ 3 本セット」や、ワインにぴったりなおつまみも楽しめる
「オードブルセット」と「生ハム&チーズセット」もご用意！
店頭でのご予約はもちろん、ネットや電話での予約受付も実施します。
セイコーマート公式通販サイト「Seicomart Online（セイコーマートオンライン）
」では、お好きなボージ
ョレを 3 本以上ご購入で、全国どこでも送料無料でお届けします！
※ 一部酒類の取扱いの無い店舗がございます。酒類の取扱いの無い店舗ではご予約及び販売はしておりません。
※ 予定数量に達し次第終了とさせていただきます。
※ 宅配のご予約対象はワインのみです。
◆商品詳細◆

ボージョレ・ヴィラージュ・ヌーボー・ヴィエイユ・ヴィーニュ・キュヴェ・スペシャル
フランス・ブルゴーニュ地方 ボージョレ・ ヴィラージュ地区
750ml

※コルクキャップ

本体価格：2,580 円（10%税込 2,838.00 円）
【9/29 まで】
超早割価格：2,380 円（10%税込 2,618.00 円）
セイコーマート
樹齢
²
²
²

※写真はイメージです。

50 周年記念限定ヌーボー！数量限定 5,000 本！

50 年以上の古樹から厳選したぶどうで造った特別なボージョレ・ヌーボーです。

ヌーボーならではの、軽やかでフレッシュな味わいに加え、古樹ならではのコクや
奥深さも感じられます。
一般的に古樹から作ったワインは、若樹で仕立てるものと比較してクオリティが高
いと言われています。
凝縮した果実の旨味と、奥行きのある味わいで、口の中に広がる香りが豊かにな
ると言われています。

＜名前の由来＞
ヴィエイユ＝「古い」 ヴィーニュ＝「ぶどうの木」 という意味のフランス語
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ボージョレ・ヌーボー2021
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ボージョレ・ロゼ・ヌーボー2021

フランス・ブルゴーニュ地方
ボージョレ地区
750ml ※スクリューキャップ

フランス・ブルゴーニュ地方
ボージョレ・ ヴィラージュ地区
750ml ※コルクキャップ

フランス・ブルゴーニュ地方
ボージョレ地区
750ml ※スクリューキャップ

本体価格：1,980 円

本体価格： 2,280 円

本体価格：1,980 円

（10%税込 2,178.00 円）

【9/29 まで】
超早割価格：1,780 円

（10%税込 2,508.00 円）

【9/29 まで】
超早割価格：2,080 円

（10%税込 1,958.00 円）

ガメイ種のぶどうで作った、新鮮で軽
やか且つとてもフルーティーな味わ
い。

（10%税込 2,178.00 円）

【9/29 まで】
超早割価格：1,780 円

（10%税込 2,288.00 円）

ボージョレ地区の中でも、特に厳選
された村で、ひとつひとつ丁寧に手
摘みしたぶどうで作った、ワンランク
上のワイン。

（10%税込 1,958.00 円）

華やかな色合いが印象的で、味わ
いはフルーティーな辛口。

※写真はイメージです。

◆ボージョレ 3 本セット◆
・ボージョレ・ヌーボー
・ボージョレ・ヴィラージュ・ヌーボー
・ボージョレ・ロゼ・ヌーボー
<各 750ml>
本体価格合計で 6,240 円（10%税込 6,864.00 円）のところ

【9/29 まで】セットなら本体価格 860 円おトク！

超早割価格：5,380 円（10%税込 5,918.00 円）
※写真はイメージです。

◆ボージョレ・ヌーボー、ロゼ・ヌーボーとサイドメニューのお得なセット◆
＜オードブルセット＞
＜生ハム&チーズセット＞
本体価格 4,960 円（税込 5,436.00 円）
本体価格 5,890 円（税込 6,440.40 円）
⇒9/29 までのご予約で 4,380 円（税込 4,800.34 円） ⇒9/29 までのご予約で 5,180 円（税込 5,664.06 円）

※写真はイメージです。

ボージョレ・ヌーボー、ボージョレ・ロゼ・ヌーボー<各 750ml>
＋
ボージョレオードブル

※写真はイメージです。

ボージョレ・ヌーボー、ボージョレ・ロゼ・ヌーボー<各 750ml>
＋
ビラーニグルメセット、おつまみチーズパック
※限定数量に達した場合、受付を終了いたします。
※本品にオリーブ、ピクルスは付いておりません。
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≪「ボージョレ・ヌーボー」について≫
「ボージョレ・ヌーボー」はフランスのブルゴーニュ地方南部のボージョレ地区で
造られるワインの新酒です。ぶどうを収穫してから 40～50 日で仕上げる、いわば出
来立てのワイン。タンニンが少なく、フレッシュでフルーティーな味わいです。
フランスの政令により、毎年 11 月の第 3 木曜日が解禁日とされており、今年の解
禁日は、11 月 18 日です。日本は時差の関係で、いち早く解禁できる国の 1 つであり、
多くの人が解禁日を楽しみにしています。

◆予約概要◆
受付期間：8 月 30 日（月）～11 月 17 日（水）
※オードブルセット、生ハム&チーズセット、サイドメニューは 11 月 5 日（金）まで

お渡し日：11 月 18 日（木）午前 0 時以降
受付店舗：セイコーマート店舗（※酒類取扱い店のみ）
ご予約特典：
・超早割：9 月 29 日（水）までのご予約で、ワイン 1 本ご予約につき本体価格から 200 円引き
・ボージョレ 3 本セット：9 月 29 日（水）までのご予約で、ボージョレ・ヌーボー、ヴィラージュ・
ヌーボー、ロゼ・ヌーボーの 3 本セットが本体価格 6,240 円⇒5,380 円に！
・オードブルセット：9 月 29 日（水）までのご予約で、ボージョレ・ヌーボー、ロゼ・ヌーボー、
ボージョレオードブルのセットが本体価格 4,960 円⇒4,380 円に！
・生ハム&チーズセット：9 月 29 日（水）までのご予約で、ボージョレ・ヌーボー、ロゼ・ヌーボー、
生ハムとチーズのセットが本体価格 5,890 円⇒5,180 円に！
・サイドメニュー割引：9 月 29 日（水）までのご予約で、本体価格から対象のサイドメニューが
最大 100 円引き
※HOT CHEF 商品は超早割の対象外です

・予約割引：9 月 30 日（木）～11 月 17 日（水）までのご予約で、ワイン 1 本ご予約につき本体価格から
100 円引き
・ボージョレ 2 本割引：ボージョレ・ヌーボー各種よりどり 2 本ご予約ごとに本体価格より 50 円引き
※ボージョレ 3 本セット、オードブルセット、生ハム&チーズセットは 2 本割引対象外です

ご予約受付サイト：ボージョレ・ヌーボー2021

| セイコーマート

URL：https://online.seicomart.co.jp/contents/delivery/beaujolais.html
ご予約専用ダイヤル：0120-51-5489 （受付時間：月～土曜日 9 時～17 時）
※お酒は 20 歳になってから。20 歳以上であることを確認できない場合、酒類を販売しません。

