
〈アサヒ〉
スーパードライ

税込 1,369 円商品
番号 874702
●内容量 ： 350mL×6缶　
●アルコール度数5％

税込 1,543 円商品
番号 874703
●内容量 ： 350mL×6缶　
●アルコール度数5.5％

〈サントリー〉
ザ・プレミアム・モルツ

〈旭酒造〉
獺祭 純米大吟醸45

●内容量 ： 720mL 山口県　
●アルコール度数16度

税込 1,650 円商品
番号 874557

〈泉橋酒造〉
いづみ橋 秋とんぼ 山田錦

税込 1,760 円商品
番号 874558
●内容量 ： 720mL、純米 神奈川県
●アルコール度数16度

〈宮尾酒造〉
〆張鶴 純米吟醸 純

●内容量 ： 720mL 新潟県
●アルコール度数15度

税込 1,650 円商品
番号 874573

〈石本酒造〉
越乃寒梅 純米吟醸 灑（さい）

●内容量 ： 720mL 新潟県　
●アルコール度数15度

税込 1,862 円商品
番号 874701

〈霧島酒造〉
芋焼酎 茜霧島

税込 1,292 円商品
番号 872962
●内容量 ： 900mL 宮崎県　
●アルコール度数25度

〈霧島酒造〉
芋焼酎 赤霧島

税込 1,292 円商品
番号 873516
●内容量 ： 900mL 宮崎県
●アルコール度数25度

〈八海醸造〉
特別本醸造 八海山

税込 1,257 円商品
番号 874721
●内容量 ： 720mL 新潟県
●アルコール度数15.5度

税込 2,068 円

〈八海醸造〉
大吟醸 八海山
商品
番号 874656
●内容量 ： 720mL 新潟県
●アルコール度数15.5度

税込 2,266 円

〈八海醸造〉
純米大吟醸 八海山
商品
番号 874655
●内容量 ： 720mL 新潟県
●アルコール度数15.5度

〈八海醸造〉
八海山
本格米焼酎 
黄麹三段仕込 
よろしく千萬あるべし

●内容量 ： 720mL 新潟県
●アルコール度数25度

税込 1,243 円商品
番号 872795

和洋酒のご案内 GUILHERAND

FRANCE

FONDEE EN 1995

カタログ番号 ： 81050

送料、お支払いにつきましては、同封のカタログ「ローズキッチン2020年10月号」P51のショッピングガイドをご参照ください。

0120-393-382
通話料無料受付時間：午前９時～午後９時

※IP電話をご利用の方は（0422）35-0066
  （通話料はお客様のご負担となります）

検 索ローズキッチン

： 2020年  9月30日（水）午後3時 ～10月26日（月）午後3時まで
： 2020年10月 3日（土） ～10月28日（水）まで

●ご注文開始 ： 9月28日（月）午後3時～
●お届け開始 ： 10月 1日（木）～

WEBサイト先行販売実施！

※先行販売についての詳細は同封のカタログ
　「ローズキッチン2020年10月号」P7をご参照ください。

WEB
で

お電話
で

http://www.takashimaya.co.jp/rosekitchen/

受付時間 ： 24時間

ご注文期間
お届け期間



〈ルロワ〉
お買得赤ワイン3本セット

税込 8,800 円商品
番号 872794
●内容量 ： ボージョレ ヴィラージュ、
 コトーブルギニヨン、ボージョレ
 各750mL
※醸造地 ： フランス

〈ルロワ〉
赤白ワイン3本セット

税込11,000 円商品
番号 874196
●内容量 ： コトーブルギニヨン（白）、
 コトーブルギニヨン（赤）、
 ボージョレ ヴィラージュ（赤） 各750ｍL
※醸造地 ： フランス

税込 8,800 円

〈ザ・マッカラン〉
ダブルカスク 12年
商品
番号 873075
●内容量 ： 700mL　
●アルコール度数40%

富士山麓
シグニチャーブレンド

税込 5,500 円商品
番号 872797
●内容量 ： 700mL　
●アルコール度数50%

〈ザ・マッカラン〉
シングルカスク 12年

税込 8,800 円商品
番号 873074
●内容量 ： 700mL　
●アルコール度数40%

飲み比べ シャンパン3本セット
税込19,800 円商品

番号 874197
●内容量 ： キュヴェ プルミエール ブリュット（白）、
 キュヴェ ロゼ ブリュット（ロゼ）、
 キュヴェ ブラン ド ブラン ブリュット 
 ミレジム（白） 各750ｍL
※醸造地 ： フランス

フランス・カリフォルニア 
紅白ワイン6本セット

税込16,500 円商品
番号 874198
●内容量 ： 【フランス】コート デュ ローヌ ヴィラージュ ：
 ロシュギュード ブラン（白）・セント セシル レ ヴィーニュ（赤）、
 ソーミュール：ブラン レ クロ デ ヴァレンヌ（白）・
 シャンピニー レ クロ デ ヴァレンヌ（赤）
 【アメリカ】オーバールック ： シャルドネ（白）・ピノ ノワール（赤）
 各750ｍL

フランス白ワイン5本セット
税込 5,500 円商品

番号 874555
●内容量 ： グラーヴ ブラン、ボルドー セック、
 モノポール ブラン、アルデッシュ シャルドネ、
 アルデッシュ ソーヴィニヨンブラン 
 各750mL

税込 6,600 円

〈ニッカ〉
ザ・ニッカ
商品
番号 873186
●内容量 ： 700ｍL　
●アルコール度数43％

税込 5,500 円
フランス金賞受賞赤ワイン6本セット
商品
番号 874348
●内容量 ： シャトー オー ロベール キュヴェ エマニュエル、
 シャトー ランスカド、シャトー オー サリック、
 シャトー ド サヴィニャック、
 シャトー ピュイ ド ギランド、シャトー リュサン 
 各750mL

〈ラフロイグ〉
クォーターカスク

●内容量 ： 700ｍＬ
●アルコール度数48％

税込4,400 円商品
番号 874337

〈ルスタウ〉
オロロソ シングルカスク
エンペラトリス エウヘニア

●内容量 ： シェリー酒500ｍL
●アルコール度数19.5％  ●ボトリング本数 ： 810本 

税込6,600 円商品
番号 872666

税込 5,500 円

〈サントリー〉
ワールドウイスキー 碧Ao
商品
番号 873182
●内容量 ： ブレンデッド ウイスキー（モルト・グレーン）700ｍL　
●アルコール度数43％

自社が所有する世界5大ウ
イスキー原酒を匠の技でブ
レンド。華やかさと心地よい
スモーキーさが特長です。

税込 4,400 円

〈サントネージュ〉
山梨牧丘倉科前嶋畑甲州 2019
商品
番号 874657
●内容量 ： 750ｍL
●お届け ： 10月6日（火）から

手摘み日本産ぶどう甲州種を
100％使用。フルーティで爽
やかな香り、柑橘を思わせる
果実味と爽やかな酸が魅力
的なワインです。

限定

60
本

カタログ番号  81050
発行／株式会社髙島屋 
〒103-0027 東京都中央区日本橋
2-12-10髙島屋グループ本社ビル

［酒類販売管理者標識］2020年 8月現在

（株）髙島屋 日本橋店
（株）髙島屋 横浜店ジョイナスエリア
（株）髙島屋 玉川店
（株）髙島屋 新宿店
（株）髙島屋 立川店
（株）髙島屋 大宮店
タカシマヤ フードメゾンおおたかの森店
（株）高崎髙島屋

東京都中央区日本橋2-4-1
神奈川県横浜市西区南幸1-4
東京都世田谷区玉川3-17-1
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-2
東京都立川市曙町2-39-3
埼玉県さいたま市大宮区大門町1-32
千葉県流山市おおたかの森南1-5-1
群馬県高崎市旭町45

川嶋 孝行
國廣 尚矢
宮代 岳司
和田 さおり
小杉 淳子
青木 崇嗣
松澤 正子
井上 真美子

令和2年 7月 20日
令和元年7月 3 日
平成 31年 4月 18日
平成 30年 4月 26日
令和 2年 7月 3 日
令和元年7月 10日
平成 30年 3月 15日
令和 2年 7月 14日

令和 5年 7月 19日
令和 4年 7月 2 日
令和 4 年 4月 17日
令和 3年 4月 25日
令和 5年 7月 2 日
令和 4 年 7月 9日
令和 3年 3月 14日
令和 5年 7月 13日

東京小売酒販組合
一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会
一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会
一般社団法人日本ボランタリーチェーン協会
東京小売酒販組合
浦和小売酒販組合
柏小売酒販組合
群馬県小売酒販組合連合会

販売場の名称および所在地 酒類販売管理者の氏名 酒類販売管理研修受講年月日 次回研修の受講期限 研修実施団体名


