
すべてにショコラを
使ったショコラティエ
ならではのアイス。

外はさっくり、中はしっとりと
した食感の濃厚なショコラと
アーモンドの香り豊かな焼菓子。

〈ジャン=ポール・エヴァン〉
●ソルベ カカオ フランボワーズ
●グラス オ ショコラ パッション 

〈ジャン=ポール・エヴァン〉
キト

19,580円

4,620円

〈マロン・ブイー〉
a.バッグ

W20×H13×D1.5cm、
表地：綿100％、裏地：レーヨン100％、
日本製

W20×H25×D15cm

W36×H30×D20cm

W48×H43×D14cm、
表地：ポリエステル100％、
裏地：綿60%・ポリエステル40％、
日本製

6,380円

6,050円

〈ミディ デコ〉
c.トートバッグ

ｄ.ドラムバッグ

いずれも
素材各種、日本製

表地はジャガード織りの
フランス製生地を使用しています。

b.ガマグチポーチ

フレンチテイストのアイテムを特集

フレンチテイストのアイテムを特集

〈エシレ〉
a.グラス ブール
　【140点限り】

b.グラス ブール・オ・キャラメル
　【70点限り】

c.グラス ブール・オ・レザン

562円

562円

【70点限り】 724円
いずれも120ml、日本製

エシレの香りが口の中でいっぱいに
広がる、贅沢なバター・アイスクリーム。

〈エシレ〉
バター ブロック
食塩不使用

【60点限り】 1,070円
100g、フランス製

2,430円

〈ル ブルターニュ〉
ガレット バタービスケット
アンリオ缶
３２０ｇ、フランス製

【12点限り】 3,850円

4,400円

〈ダニエル・ダンプ〉
シャブリ2018

白、750ml、フランス製

赤、750ml、フランス製

【各60点限り】各570円
1個、日本製

カシスとバニラとスミレの「アンヴィ」や
バラとベルガモットの「オーロラ」などお花の
フレーバーを中心に詰め合わせました。
〈ピエール・エルメ・パリ〉
 マカロン 6個詰合わせ

【各日20点限り】2,808円6個入、日本製

【50点限り】998円1個、日本製

辛口白ワインの代名詞！
酸とミネラル感
たっぷりのシャブリ。

有機栽培されたりんご
100％。フルーティーさが
凝縮された豊かな香りと
コクのある深い味わい。

1,496円

〈ル ブルターニュ〉
シードル ヴァル・ド・ランス
オーガニック
発泡、750ml、フランス製

良質な乳製品の名産地、
ブルターニュ。その新鮮な
バターをたっぷり使用。

各1,836円

〈ラ・トリニテーヌ〉
ガレット・パレット詰め合わせ
300ｇ、フランス製

薄焼きガレットと
厚焼きパレットが
たっぷり入った
オシャレなデザイン缶。

薄くスライスしたり、小さく
砕いたり。ワインの手軽な
おつまみにピッタリ。

代官山のフレンチレストラン、シェ・リュイから人気の焼き菓子が登場。

270円

〈シェ・リュイ〉
a.プティフールセック、b.プティサレアペリティフ
ｃ.カヌレ・ド・ボルドー

各1,458円1缶、日本製

1個、日本製

■6月9日（火）～18日（木）
■松山三越1階アトリウムコート

三越

France week

Cincin!

有機JAS認定の土佐山生姜を使用。
〈Made in ピエール・エルメ〉
ジンジャーエール

各540円1本（200ml）、日本製【各40点限り】

りんごのお
酒

“シードル
”

大人気！

銘醸地ワインよりどり     本2

販売日：6月9日（火）・12日（金）・
　　　 14日（日）・16日（火）

かわいくて
、おしゃれ

な

フランスの
食を堪能“手みや

げ”にもお
すすめ！

かわいいフ
ランスのお

菓子

辛口
甘口

【辛口】
生姜のすっきりした刺激と赤唐辛子のスパイスを
効かせたジンジャーエール。
【甘口】
日本ミツバチのハチミツを加えたマイルドな口当たり。
ゆず果汁が効いて、すっきりとした後味。

2020年限定新作

※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。

〈ラ メゾン ド シェーヌ〉
鴨のロースト

鴨肉の旨み、繊細な脂の美味しさを
堪能できる一品。

918円100ｇあたり、日本製

シャトー カロン
セギュール2011

ハートのラベルで
人気の、格付け
ボルドーワイン。

【12点限り】 
13,200円

c

d

a

a

a

b

b c

896円

〈チーズ・オン ザ テーブル〉
ミモレット6ヵ月熟成
100gあたり、フランス製

※写真はイメージです。

※商品によって
　柄の出方が
　異なります。

b

c



■6月18日（木） 午後6時まで

バイヤーズセレクト

フランスワインセット
テレフォンオーダー

C

E

H

B

D

G

A

TEL.089-934-8168

当たり年！金賞受賞！
フランスボルドー赤ワイン６本セット

6月9日（火）から順次発送いたします。

5,500円60点限り クール便

※詳しくは係員にお問い合わせください。◎送料は別途頂戴いたします。

●シャトー ランスカード 2018
●シャトー グラン バルベ 2018
●シャトー フォンボンヌ 2016（トリプル金賞受賞）
●シャトー ジャン ド ベルエール  2018（トリプル金賞受賞）
●シャトー ド ラザ 2016
●シャトー ベルヴュー2018

赤×6、各750ml

フランス周遊赤ワイン１５本セット
11,000円24点限り クール便赤×15、各750ml

プルミエ クリュ入り
シャブリ満喫５本セット

11,000円36点限り クール便

●ルイジョセ シャブリ プルミエ クリュ ヴァイヨン 2017
●カーヴ クロダン ブシー シャブリ 2018
●ジャンルフォール シャブリ 2018
●ロジャーソレイユ シャブリ 2018
●ルイジョセ シャブリ 2018

白×5、各750ml

国際的なコンクールで金賞を受賞した高品質な
ワインセット。トリプル金賞受賞ワインも２本入り！

辛口ワインの代名詞、シャブリ地区のおすすめ
ワインを飲み比べできる夏にぴったりのセット。

2016年度産ボルドー
セカンドワイン５本木箱セット

22,000円12点限り クール便赤×5、各750ml

メドック格付け第１級シャトー
５大シャトー飲み比べ５本木箱セット

398,800円2点限り クール便赤×5、各750ml

ワイン名産地飲みくらべ６本セット
8,800円60点限り クール便

●ジャンマルク・ブロカール／シャブリ
●レオン･ベイエ／キュヴェ レオン ベイエ
●ミュスカデ ヴァンサン ラカネル
●ラ・クロワザード／レゼルヴ カベルネ・シラー
●ドメーヌ アラン・ブリュモン／ガスコーニュ タナ・カベルネ
●ジャルダン・ド・ディオニソス

赤×3・白×3、各750ml

ボルドー産当たり年のセカンドワイン
5本セット。木箱に入り、重厚感もあります。

ワイン銘醸地を旅するようにバラエティーに
富んだフランスワインの魅力が楽しめます。

ジュヴレ・シャンベルタンが入った
人気ブルゴーニュ村名ワイン３本セット

9,900円24点限り クール便

●ジャン・マルク・ブロカール／シャブリ サント・クレール
●フレデリック・マニャン／ジュヴレ・シャンベルタン ヴィエイユ・ヴィーニュ
●ルイ・ラトゥール／マルサネ ルージュ

赤×2・白×1、各750ml

プルミエ クリュ 入り
シャンパーニュ 3本セット

11,000円24点限り クール便

●アクセル ド ヴァロン／ブリュット NV
●ルイ・ニケーズ／レゼルヴ ブリュット プルミエ・クリュ NV
●ジャマール／カルト・ブランシュ ブリュット NV

白発泡×3、各750ml

冷やしておいしい夏ワイン6本セット

12,100円24点限り クール便

●ピノ・ノワール アティテュード 2018
●ル・プティ クルセル レ・コパン ルージュ 2018
●ル・プティ クルセル レ・コピン ブラン 2017
●シャトー ジレ ブラン 2018
●ロスタル ブラン 2018　　　　　　●ロスタル ロゼ 2018

赤×2・白×3・ロゼ×1、各750ml

四つ星生産者が手掛ける「ジュヴレ・シャンベルタン」を
はじめ、人気のブルゴーニュワインが堪能できます。 

エレガントな泡立ちの高品質なシャンパーニュ。
生産者ごとの味の違いが楽しめます。

軽く冷やしておいしい赤、きりっとドライな白など、
フランスの避暑地で人気のワインをセレクトしました。

ボルドーワインの最高峰。
憧れの１級シャトーが一堂に！

圧巻の15本セット！

【酒類販売管理者標識】販売場の名称及び所在地：株式会社松山三越　愛媛県松山市一番町3丁目1番地1/酒類販売管理者の氏名：芳之内　一浩/
酒類販売管理研修受講年月日：2018年3月15日/次回研修の受講期限：2021年3月14日/研修実施団体名：松山小売酒販組合

※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。 
※価格はすべて税込です。 　※掲載の商品は数量に限りがございますので、品切れの節はご容赦ください。 
※状況により整理券を配布する場合がございます。　※ワインのビンテージ及びラベル、キャップシール等は異なる場合がございます。 
※食品の写真はいずれも盛り付け例・イメージです。  ※いずれも写真はイメージです。
※諸般の事情、天候または交通機関等の影響により入荷遅れ、または入荷できない場合がございます。
※諸般の事情により、予告なしにスケジュールが変更・中止になる場合がございます。

特別提供品

vin

（2019パリ農産物コンクール金賞受賞、2019マコンコンクール金賞受賞 他）

I

●シャトー ジャカード レ ジール 2017
●シャトー デ オームラス 2017
●マレノン コート ド リュベロン ルージュ 2017
●シャトー デュ コロンビエ 2017
●ルイジョセ カベルネ ソーヴィニョン 2018
●ドメーヌ ド サント マルト シラー 2017
●ＪＬ マコン ルージュ 2017
●ＪＬ ブルゴーニュ ピノノワール 2018
●ＪＬ カベルネソーヴィニヨン 2017

●ペリゴール メルロー 2017
●コント ダキテーヌ 2016
●クロワ ダルディ 2016
●サンディヴァン ルージュ
●カルディヴァル ルージュ
●シェルヴィーユ ルージュ

●シャペル ド オーバージュ リベラル 2016
●ランパール ド フェリエール 2016
●レ パゴド ド コス 2016
●オラトワール ド シャス スプリーン 2016
●フルール ド ペデスクロー 2016

お申し込み・お問い合わせ〈受付時間：午前10時～午後6時〉

●シャトー ラフィット ロートシルト 2016
●シャトー ラ トゥール 2011
●シャトー マルゴー 2012
●シャトー ムートン ロートシルト 2012
●シャトー オーブリオン 2013

F


