
 

 

 

２０２１年９月１日 

イ オ ン 株 式 会 社 

イオンリテール株式会社 

イオンリカー株式会社 

 

ボージョレ・ヌーヴォー公式コンクールで金賞を受賞した逸品ワインも 

「２０２１年ボージョレ・ヌーヴォー」予約承り開始  

 

 

イオンは９月１日（水）より、全国約１ ,３００店舗 ※ １とイオンの公式ワイン通販   

サイト「ＡＥＯＮ ｄｅ ＷＩＮＥ」にて「ボージョレ・ヌーヴォー」の予約承りを開始します。 

１１月１８日（木）のフランス産の新酒ワイン「ボージョレ・ヌーヴォー」解禁に向け、イオン

が厳選した１７品目の希少なワインを直輸入して販売します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イオンは今年、ボージョレ・ヌーヴォー・コンクール※２で２０１９年から２年連続で最高金賞

を受賞した酸化防止剤無添加ワインの「コラン・ブリセ ボージョレ・ヴィラージュ・ヌーヴォー」

や、最高金賞を３度獲得している「シャトー・ド・ラ・リゴディエル ボージョレ・ヌーヴォー」

を中心に、品質やおいしさにこだわった商品を取り揃えています。 

また、今回初めて取り扱う「マーク・デュデ ヴァン・ド・フランス・ヌーヴォー」は、世界中で

話題の“オレンジワイン”のヌーヴォーで、白ワインにはない果実の味わいをお楽しみ

いただけます。 

ご自宅で過ごす時間が増える中で、オンライン販売やネットスーパー等※１でのさまざまな

承り方法を提案してまいります。 

 

【「２０２１年ボージョレ・ヌーヴォー」承り概要】  
 

承 り 期 間：２０２１年９月１日（水）～１１月１４日（日）※３ 

※早得予約の承りは１０月２５日（月）まで※３ 

お 渡 し 日：２０２１年１１月１８日（木）より※４ 

承 り 店 舗：全国の「イオン」「イオンスタイル」「マックスバリュ」等約１,３００店舗※１ 

ＷＥＢ承り：「ＡＥＯＮ ｄｅ ＷＩＮＥ」（https://www.aeondewine.com/shop/c/ca106） 

「おうちでイオン イオンネットスーパー」「イオンおトク！ｅ予約」 各ＷＥＢ画面上※１・※５ 

 

※１：一部実施のない店舗がございます。 

※２：ボージョレ唯一の公式コンクール「トロフェ・リヨン・ボージョレ・ヌーヴォーコンクール」 

※３：商品によって数量に限りがあるため、早めに終了となる場合がございます。 

※４：１１月１８日（木）以降のお渡し時間は、ご注文いただいた店舗の営業時間に準じます。 

※５：サイトにより早得予約の終了時間が異なります。 
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      【商品の一例】※６ 

 
 
コラン・ブリセ 
ボージョレ・ヴィラージュ・ヌーヴォー 
酸化防止剤無添加（７５０ｍｌ）            
 
早得１０／２５（月）まで 本体 ２,１８０円（税込 ２,３９８円） 
ご 予約特別価格 本体 ２,２８０円（税込 ２,５０８円） 
店 頭 販 売 価 格  本体 ２,４８０円（税込 ２,７２８円） 
 
紫がかった深みのあるルビー色で、熟れた赤い果実の香りと、ふくよか
な口当たりと絹のようになめらかなタンニンが特徴です。ぶどうは厳選
された木から房ごと収穫し、押しつぶされないよう小さなトレーに載せて
畑から６００メートルの距離にあるワイナリーに運ばれ、小さなタンク
で素早く発酵を開始するこだわりの逸品です。 
 
 
シャトー・ド・ラ・リゴディエル 
ボージョレ・ヌーヴォー（７５０ｍｌ）          
 
早得１０／２５（月）まで 本体 ２,１８０円（税込 ２,３９８円） 
ご 予約特別価格 本体 ２,２８０円（税込 ２,５０８円） 
店 頭 販 売 価 格  本体 ２,４８０円（税込 ２,７２８円） 
 
紫色のハイライトと輝きのある鮮やかなルビー色で、レッドカラントや 
ラズベリー、イチゴなどの赤い果実と、シャクヤクやスミレなどの花の
香りが広がります。よりきめ細やかな舌触りをもつ心地よい甘さと、
エレガントな酸味の余韻が印象的なヌーヴォーです。 
 
 
 

トップバリュ 
ボージョレ・ヌーヴォー（７５０ｍｌ）                  ※ 

 
早得１０／２５（月）まで 本体    ９５０円（税込 １,０４５円） 
ご 予約特別価格 本体 １,０００円（税込 １,１００円） 
店 頭 販 売 価 格  本体 １,０８０円（税込 １,１８８円） 
 
ぶどうの果実味を良く感じるワインで、味わい深く、食欲をそそります。
口にふくむとフランボワーズや赤スグリの新鮮な赤果実を丸かじりした
時のような感覚になります。タンニンは少なめで、丸みがあり、酸味がフ
レッシュ感をもたらします。ボンボン・アングレ（フルーツキャンディー）
のような甘さも特徴のヌーヴォーです。 
※テラ・ヴィティスとは、フランスボージョレ地区のぶどう栽培者と醸造家たちが立ち上げ 

「自然環境に配慮した栽培と醸造」を基本理念に、ワイン造りをしている団体です。 
 

マーク・デュデ 
ヴァン・ド・フランス・ヌーヴォー（７５０ｍｌ）     
 
早得１０／２５（月）まで 本体 １,６８０円（税込 １,８４８円） 
ご 予約特別価格 本体 １,７８０円（税込 １,９５８円） 
店 頭 販 売 価 格  本体 １,９８０円（税込 ２,１７８円） 
 
南フランス産の白ワインぶどう品種グルナッシュブラン、ミュスカ、
ヴィオニエのブレンドで造られています。オレンジがかった美しい琥珀
色で、柑橘系果実を想わせる香り、ジューシーで丸みがある酸味とフレ
ッシュで爽やかな飲み心地が特徴です。「オレンジワイン」は赤ワインの
作り方と同じように白ぶどうを皮ごと醸造するため通常の白ワインに
はない果実味の凝縮感と複雑な味わいを醸します。 
※本商品は、｢イオン｣｢イオンスタイル｣｢イオンリカー｣の店頭と、Ｗｅｂサイト｢ＡＥＯＮ ｄｅ ＷＩＮＥ｣の承りになります。 

※６：商品により、取り扱いのない店舗がございます。ご予約特別価格は１１月１４日（日）まで。 

イオン初！ 

オレンジ 

ワイン 
のヌーヴォー 
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【「２０２１年ボージョレ・ヌーヴォー」カタログ掲載商品】※７ 

 

※７：このほか、セット商品が４品目ございます。一部取り扱いのない店舗がございます。 
 

【イオン直輸入の仕組み】 

 

 

 

 
 

【イオンのおすすめボージョレ・ヌーヴォー（オンライン動画配信）のご案内】 

 

 

 

 

 

※画像はすべてイメージです。 

※お酒の販売は２０歳以上の方に限らせていただきます。未成年の飲酒は法律で禁止されています。 

本体（円） 税込（円） 本体（円） 税込（円）

コラン・ブリセ
ボージョレ・ヴィラージュ・
ヌーヴォー 酸化防止剤無添加

赤
ミディアム

ボディ
７５０ｍｌ ２,１８０ ２,３９８ ２,２８０ ２,５０８

シャトー・ド・ラ・リゴディエル
ボージョレ・ヌーヴォー

赤
ミディアム

ボディ
７５０ｍｌ ２,１８０ ２,３９８ ２,２８０ ２,５０８

シャトー・ド・ラ・リゴディエル
ボージョレ・ヌーヴォー　ハーフ

赤
ミディアム

ボディ
３７５ｍｌ １,３８０ １,５１８ １,４８０ １,６２８

シャトー・ド・ラ・リゴディエル
ボージョレ・ヌーヴォー・ロゼ

ロゼ やや辛口 ７５０ｍｌ １,９８０ ２,１７８ ２,０８０ ２,２８８

カーヴ・デュ・シャトー・デ・ロー
ジュ　ボージョレ・ ヴィラージュ・
ヌーヴォー　ノンフィルター

赤
ミディアム

ボディ
７５０ｍｌ １,９８０ ２,１７８ ２,０８０ ２,２８８

トップバリュ
ボージョレ・ヴィラージュ・
ヌーヴォー

赤
ミディアム

ボディ
７５０ｍｌ １,３８０ １,５１８ １,４８０ １,６２８

トップバリュ
ボージョレ・ヌーヴォー

赤
ライト
ボディ

７５０ｍｌ ９５０ １,０４５ １,０００ １,１００

デュック　ロワイヤル
ガメイ・スパークリング

赤泡 甘口 ７５０ｍｌ １,８８０ ２,０６８ １,９８０ ２,１７８

ギシャール・ド・ペルー ボージョレ
＆マコン・ヴィラージュ・ヌーヴォー
ギフトボックス

赤
白

ライト
ボディ

やや辛口

２５０ｍｌ
×２本

１,３８０ １,５１８ １,４８０ １,６２８

マーク・デュデ
ヴァン・ド・フランス・ヌーヴォー

オレ
ンジ

やや辛口 ７５０ｍｌ １,６８０ １,８４８ １,７８０ １,９５８

セ・シック
スウィート シラー ヌーヴォー

赤 やや甘口 ７５０ｍｌ １,０８０ １,１８８ １,１８０ １,２９８

セ・シック
ボージョレ・ヌーヴォー・ロゼ

ロゼ やや辛口 ７５０ｍｌ １,４８０ １,６２８ １,５８０ １,７３８

セ・シック
マコン・ヴィラージュ・ヌーヴォー

白 やや辛口 ７５０ｍｌ １,５８０ １,７３８ １,６８０ １,８４８

ご予約特別価格(11/14まで)
品名 カラー 味わい 容量

早得プライス(10/25まで)

ワインバイヤーが数ある新酒の中からおすすめの商品、

こだわりのポイント等をいち早くお届けします。 

下記ＵＲＬ、またはＱＲコードからご覧いただけます。 
 

https://youtu.be/oDCZGpbmckA 

 

イオンは、「株式会社やまや」と「イオン株式会社」が共同出資した輸入事業会社「コルドンヴェール

株式会社」を通じて世界中の産地から直接酒類を調達しています。グループ企業が輸入・調達を行う

ことで、お買い得な価格での商品提供を実現しています。 


