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ANA オリジナル限定ラベル 「ボジョレー・ヌーヴォー2017」
ANA STORE/ANA ショッピング A-style にて、８月 29 日より予約販売開始！
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全日空商事株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：西村 健）は、運営する ANA 公式 EC サイト「ANA STORE
エーエヌエー
エ ースタイル
/A N A ショッピング A-style」にて 2017 年のボジョレー・ヌーヴォーの予約販売を 8 月 29 日より開始いたします。

■世界唯一！あのブルゴーニュの名門ワイナリーが ANA だけにオリジナルラベルを作成
毎年ご好評をいただいている ANA オリジナル限定ラベルでは、今年もブルゴーニュの名門中の名門と言われる『メ
ゾン・ジョゼフ・ドルーアン』の2 銘柄が登場します。オリジナル限定ラベルを同ワイナリーが公式に作成しているのは
世界で唯一 ANA のみ。新酒のいきいきとした葡萄の絵をあしらった上品なデザインに仕上げました。
＜メゾン・ジョゼフ・ドルーアン＞
ボジョレー・ヴィラージュ・ヌーヴォー
ヴィエイユ・ヴィーニュ（古樹）2017
4,600 円（税込）

▼ゴールドラベル

✽ブルゴーニュの名門が作るANAオリジナルボジョレー。
樹齢 30 年以上の古樹のブドウのみを使用したプレミ
アム・キュヴェ
✽ヌーヴォーでありながら熟成のポテンシャルを持ち合わ
せ、エレガンスと凝縮感が楽しめる
✽解禁日当日、ANA 国際線ファーストクラスにて提供

＜メゾン・ジョゼフ・ドルーアン＞
ボジョレー・ヴィラージュ・ヌーヴォー 2017
3,390 円（税込）

▼シルバーラベル

✽ブルゴーニュの名門が作る ANA オリジナルボジョレー
のスタンダード・キュヴェ
✽なめらかな口当たりで、ヌーヴォーらしい豊かな果実
実としっかりした味わいが楽しめる
✽解禁日当日、ANA 国際線ビジネスクラスにて提供
（一部路線は除く）

■ 予約販売概要
・予 約 発 売 開 始 日： 8 月 29 日（火） 17 時 予定
・特 設 サ イ ト：「ANA STORE/ANA ショッピング A-style」 ボジョレー・ヌーヴォー特集 ［29 日 17 時公開予定］
https://www.astyle.jp/disp/CSfSpeDispListPage.jsp?dispNo=020007136
（※11 月 10 日（金）までにご注文いただきますと、解禁日当日の 11 月 16 日（木）にお届けします）
■今年も解禁日に ANA 国際線にて機内サービスが決定！
今年の解禁日 11 月 16 日当日、ANA 国際線ファーストクラス（全路線）にお
いて「メゾン・ジョゼフ・ドルーアン ボジョレー・ヴィラージュ・ヌーヴォーヴィ
エイユ・ヴィーニュ 2017」を、ビジネスクラス（一部路線は除く）では「メゾン・
ジョゼフ・ドルーアン ボジョレー・ヴィラージュ・ヌーヴォー2017」を提供させ
ていただくことが決定しました。出来立てのフレッシュな美味しさは、この時
節のヌーヴォーでしか味わえない特別な味わいですので、是非ご自宅でも
『機内の逸品』を飲み比べてお楽しみください。
※このボトルラベルは 2016 年のものです。

■樹齢 30 年以上の古樹から穫れたボジョレー・ヌーヴォー
『ヴィエイユ・ヴィーニュ』とは、フランス語で “樹齢が高いぶどうの木”の意味であり、樹齢の高い
樹は 1 本に対してつける実の数が少なく、その分、ひとつひとつの実に味や栄養分が凝縮される
ため、果実味が豊富でしっかりした濃い味わいになると言われます。収穫効率は悪くとも、古樹か
ら手摘みされた最高品質の果実がテロワール（土壌）の魅力を最大限にまとった、質の高いワイ
ンのために大切に育てられるのが『ヴィエイユ・ヴィーニュ』です。
高品質のヌーヴォーは、新酒としてはもちろん、1～2 年ほど、あえて寝かせることで落ち着いた
味わいの魅力もお楽しみいただけます。

■ワイナリー 「メゾン・ジョゼフ・ドルーアン」より
「2017 年は春から夏にかけて、記録的な暑さを感じる年でした。ぶどうの病気も無く、
皮も厚く成長しました。果実味のボリューム感と、しっかりとした骨格を楽しめるヌー
ヴォーに仕上がると期待しています。」（当主：フレデリック・ドルーアン 談）

～メゾン・ジョゼフ・ドルーアンとは～
1880 年にブルゴーニュ・ワインの中心地ボーヌに創立。
130 年以上もの間、創業当時からの伝統と信念を家族間で代々受け継ぐブルゴーニュを代表するワイナ
リーです。それぞれの畑の個性を尊重した、洗練された味わいのワインは、世界中の一流レストランや
ワイン愛好家から称賛されています。全自家畑において 1976 年より無農薬栽培に、2007 年には、10 年
以上の年月をかけ、ビオディナミ（有機）農法への転換を実施し、テロワール（土壌）を尊重したエレガン
トなワイン造りを目指しています。

■ 商品ラインナップ
ANA STORE/ANA ショッピング A-style では、バイヤーが厳選した、ボジョレー・ヌーヴォーを取り扱っています。
・<メゾン・ジョゼフ・ドルーアン> ボジョレー ヴィラージュ ヌーヴォー ヴィエイユ ヴィーニュ 2017 ・・・4,600 円 （税込）
・<メゾン・ジョゼフ・ドルーアン> ボジョレー ヴィラージュ ヌーヴォー2017 ・・・3,390 円 （税込）
・<ルロワ> ボジョレー ヴィラ－ジュ プリムール 2017 ・・・4,860 円 （税込）
・<フィリップ・パカレ> ボジョレー・ヴァン・ド・プリムール 2017 ・・・4,100 円 （税込）
・<マルセル・ラピエール> ボジョレー・ヌーヴォー2017 ・・・3,780 円 （税込）
・<ル-デュモン> ボージョレー・ヌーヴォー 2017 ・・・3,780 円 （税込）
・<ルイ・ジャド> ボジョレー ヴィラージュ・ヌーヴォー 2017 ・・・3,780 円 （税込）
・<タイユヴァン> ボジョレー ヴィラージュ ヌーヴォー ヴィエイユ ヴィーニュ 2017 ・・・3,780 円 （税込）
※単品商品以外にもお得なセット商品をご用意しています。ＡＮＡロゴ入りギフト箱商品もございますので、贈答品としてもご利用いただけます。

/

（ http://www.astyle.jp/ ）

ANA STORE/ ANA ショッピング A-style がセレクトする商品やオリジナル開発商品を取り扱う ANA
公式のショッピングサイト。ANA マイレージクラブ会員を対象に、ANA のマイレージがショッピング
ごとに貯められ、搭乗によって獲得したマイレージを ANA ショッピングポイントに交換し、サイト内で
のショッピングに利用できるサービスも行っています。

【全日空商事 会社概要 】
全日空商事は 1970 年、ANA の航空機運航業務に必要な物品調達、空港店舗業務等を目的に設立されました。
その後、40 年以上にわたる活動を通して、多彩な事業を展開。「エアライン系商社」というユニークな存在として、
独自の道を歩んでいます。
[社
名] 全日空商事株式会社
[代 表 者] 西村 健 （にしむら・けん）
[設
立] 1970 年 10 月 15 日
[所 在 地] 東京都港区東新橋 1-5-2 汐留シティセンター TEL：03-6735-5011（代）
[資 本 金] 10 億円
[売 上 高] 連結 1,368 億円、単体 604 億円 （2016 年度）
[株
主] ANA ホールディングス株式会社
[従 業 員 数] 連結 2,202 名、単体 440 名（2017 年 3 月 31 日現在）
[U R L] http://www.anatc.com/

＜本件に関するお問合せは下記までお願いいたします＞
全日空商事株式会社 経営企画部 広報担当 早藤・森川
TEL：03-6735-5090 FAX：03-6735-5035
※未成年者の飲酒および未成年者への酒類の販売は法律で禁止されています。

