ご注文FAX用紙
いつもありがとうございます。

2020年4月のお届けワインは、1口につきこちらの4種の中からランダムに2本となります。
・白
・白
・ロゼ
・赤

Cornetfish 2019
Some people talk to animals. Not many listen though. 2019
GreGreGrape 2019
VagueOwl 2019

追加のワインのご注文がございましたら、ご一緒にお送りできますのでこの機会に是非ご利用ください。
☆ご注文方法
☆ご注文締め切り 2020年4月6日
FAXに必要事項をご記入の上、下記宛先にご送付ください。

メールアドレスはHPにもリンクがあります。

FAX：0256-70-2277 記入済注文書の写真をメールで送っていただいてもOKです。 → domainechaud@wine.plala.or.jp
ワイン発送は4月6日から順次スタート・追加ご注文頂いたものは準備整い次第発送いたします。
☆お支払について （価格は全て税込）
代金引換で送付させて頂きますので、到着時にお支払いください。ご注文代5,500円（税込）以上で代引手数料をサービス致します。
宅配希望「する」の会員様はすでに送料を頂いておりますので、送料はかかりません。
【配送料】 通常便・1口（1本～12本）・税込 北海道/四国/九州/沖縄：1320円 本州：990円 沖縄：2420円
ワイン注文書
会員番号：
氏名：
電話番号：
ご住所（お引っ越しされた方orご登録と別の住所への配送の方）：
〒

FAX番号

品名 （詳細はウェブサイト等で☆）

価格（税込） 数量

白

Cornetfish 2019 今回お渡しワイン
ナイアガラ。無清澄無濾過。亜硫酸不使用。控えめな香りで旨みがあります。いろいろな食事と
の相性も良いです。

2,750

白

Some people talk to animals. Not many listen though. 2019 今回お渡しワイン
シャルドネ。無清澄無濾過。亜硫酸不使用。綺麗な感じの中に、ちょっと変な感じが潜んでいま
す。楽しいです。

3,300

ロゼ

GreGreGrape 2019 今回お渡しワイン
スチューベン。無清澄無濾過。亜硫酸不使用。良く熟したブドウからしっかりとした芯が造られま
した。自然の流れに任せる造り。ぶどうジュースのような甘い香りから始まり、複雑な酸味もあ
り、旨みとほろ苦さでスーッと伸びていきます。

2,750

赤

VagueOwl 2019 曖昧な梟 今回お渡しワイン
2011年から毎年造っているﾏｽｶｯﾄﾍﾞｰﾘｰAの野生酵母亜硫酸不使用タイプです。
これに他品種を数種利用し「曖昧な？はっきりとしない輪郭」を目指し造りました。これは楽し
い！

金額
完売

3,300

各セット詳細は裏面
なんだかとても評価の高い2本セット

柱っつ！！

ドメーヌショオ感満載3本セット こだわりの土の呼吸
初夏のニューリリースを先取り3本セット 旨くて美味くてバッチリ☆

赤 オレンジ

12,100

赤 赤 赤

14,580

ロゼ泡 赤 白

早秋のニューリリースを先取り3本セット 正直まだ早い！けど、このタイミングで飲んでおくとこの秋楽しい！赤 オレンジ オレンジ
ファンタジーな泡ブクブク4本セット

ロゼ泡 ロゼ泡 白泡 シードル

9,900
13,200
9,670

送料
代引き手数料

330

合計
☆完売については、ウェッブサイトの「お知らせ」にてお知らせいたします。必ずご確認をお願い致します。

※商品代金5,500円未満の際は代金引換手数料330円（税込）を頂きます。
FAX：0256-70-2277

-
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品名 （詳細はウェブサイト等で☆）
なんだかとても評価の高い2本セット

柱っつ！！

価格（税込） 数量 金額

赤 オレンジ

水の綾 赤 2018 カベルネ・ソーヴィニョン 亜硫酸無
ドメーヌショオのハイエンド 某ワイン雑誌に「現時点での小林の到達点と思われるワイン」と書かれてま
した。着いちゃったらしい(笑)
12,100

-

14,580

-

9,900

-

Skin Dive 2018 （ケルナー醸し200日 オレンジ色ワイン） 亜硫酸無
オレンジワインの専門誌に紹介いただきました。唯一無二のスタイルと評されてました。
ドメーヌショオ感満載3本セット こだわりの土の呼吸

赤 赤 赤

山笑 2018 シラー 亜硫酸無
少しスパイシーでしっかりとした旨みを感じます。海沿いの砂地に最適な品種ではないかと思っていま
す。期待大です。旨い。
雲見 2018 ピノノワール 亜硫酸無
造り手の愛が重すぎたかもしれません。まだ硬い。あと数年寝かせたいところ。旨いんですけどね。
難しい(^^;
箱庭 2018 4種混植混醸 亜硫酸無
ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ&ｶﾍﾞﾙﾈﾌﾗﾝ&ﾌﾟﾃｨｳﾞｪﾙﾄﾞ&ﾒﾙﾛ 土と葉のニュアンス
ハーブ&スパイスで旨み充分
初夏のニューリリースを先取り3本セット 旨くて美味くてバッチリ☆

ロゼ泡 赤 白

Raigyo 2019 亜硫酸無 泡
グレグレグレープ&コルネットフィッシュ&ジョリジョリホリディ&水の綾白 4種を混ぜて泡にしました。む
ちゃくちゃ旨いです。お勧めグラスはうすはりのタンブラーです。コップの形状のほうが美味しいです。
雷魚
When you hear hoofbeats, think of horses not zebras 2019 亜硫酸無
しまうまラベル ツヴァイゲルトレーベ新潟市産 亜硫酸無 いつものナチュラル系 曲者ですが、本当
に旨いです。
Some people talk to animals. Not many listen though. 2019 今回お渡しワイン
シャルドネ。ことりとリンゴのラベル。
無清澄無濾過。亜硫酸不使用。綺麗な感じの中に、ちょっと変な感じが潜んでいます。楽しいです。
早秋のニューリリースを先取り3本セット 正直まだ早い！ けど、このタイミングで飲んでおくとこの秋楽しい！

赤 オレンジ オレンジ

I can't get out of the parking lot. 2019 亜硫酸無 ピンク色のカエルラベル
グレグレグレープ&カエルラベルのメルロ
ナチュラル系で土のニュアンスのあるいつものカエルラベルのメルロにスチューベンの果実味をプラス。
大成功！！
Jolly Jolly Holiday 2019 デラウェア&ｼｬﾙﾄﾞﾈ（水の綾） 亜硫酸不使用
2019年は短期醸しです。いろいろやってますｗ 10日間 水の綾のシャルドネと混醸しました。 酸と旨
みの芯ができました。酵母を水の綾の野生酵母に頼みました。やはり、発酵は少し違う。面白い。すご
い。

13,200

-

9,670

-

水の綾 白 2018 シャルドネ
シャルドネ 野生酵母 醸し発酵 371日 後発酵50日以上 420日を超える徹底した長期発酵に挑戦し
ました。
すごいポテンシャルです。畑の力が伝わります。あの畑のこの子達だからできる。非売品予定。
ファンタジーな泡ブクブク4本セット

ロゼ泡 ロゼ泡 白泡 シードル

GreGreGrape BukuBuku 2019
スチューベン。無清澄無濾過。亜硫酸不使用。グレグレの泡です。
ハイトゥーコースリーロゼ 2019
見附市上北谷キャンベル ドライロゼ 亜硫酸不使用 微炭酸 うす濁り
Cornetfish splash 2019 1/2ボトル ハーフ瓶375ml
ナイアガラ。無清澄無濾過。亜硫酸不使用。コルネットフィッシュの泡です。

シードル 2019
少しだけ造りました。 40本限定リリースです。うまい！！ 無清澄無濾過 濁り 亜硫酸不使用
送料

-

330

代引き手数料
合計

-

-

☆完売については、ウェッブサイトの「お知らせ」にてお知らせいたします。必ずご確認をお願い致します。
※商品代金5,500円未満の際は代金引換手数料330円（税込）を頂きます。
FAX：0256-70-2277

