
ARC-EN-VIGNE
左／トロピカルフルーツやハチミツのような香りと、繊細で
穏やかな酸味、ふくよかなコクが感じられる白ワインです。
右／長野県産メルロー100%使用。バラのような華やか
な香りが特徴的なミディアムボディの赤ワインです。

左／アルカンヴィーニュシャルドネ（2,420円）
右／アルカンヴィーニュ メルロー（2,420円）

アルカンヴィーニュ東御市

b東御市和6667
Z 0268-71-7082

可（有料）ラッピング：
可（有料）試飲：白 赤

2

VILLA D'EST WINERY
左／サミット(主要国会議)でも提供された白ワイン。フレン
チオーク樽で約7カ月間樽熟成。凝縮感があり、上質な
酸味と長い余韻が特徴です。右／黒いベリー系やスパイ
スを思わせる華やかな香り。味わい深い赤ワインです。

左／ヴィラデスト ヴィニュロンズリザーブ シャルドネ（5,280円）
右／ヴィラデスト 八重原メルロー（3,630円）

ヴィラデストワイナリー東御市

b東御市和6027
Z 0268-63-7373

可（有料）ラッピング：
可（有料）試飲：白 赤

3

Veraison-Note
左／上田市前山の自社圃場カベルネ・ソーヴィニヨン
100%。栽培から醸造まで一貫してナチュラルに造った果
実味豊かな赤ワインです。右／日本では珍しいネッビオー
ロブレンドのエレガントな赤ワイン、チャーミングな味わいです。

左／ZE Cabernet Sauvignon Barrel 2021(4,290円)
右／Experience2020 JANIS（3,850円）

ヴェレゾンノート上田市

b上田市武石小沢根574-186
Z 0268-80-9190

可（有料）ラッピング：
不可試飲：赤 赤
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CYCLO WINERY／CYCLO VINEYARDS
左／自社栽培のソーヴィニヨン・ブランを100％使用。白桃
や柑橘系の香りと爽やかな酸味で、どのような料理にも合わ
せやすい白ワインです。右／自社栽培のメルロー100％使用。
スッキリした味わいながらも余韻の長いロゼワインです。

左／パシュート ソーヴィニヨン・ブラン 2020 ステンレス発酵（3,600円）
右／サイクリング ロゼ 2021（2,800円）

496ワイナリー／シクロヴィンヤード東御市

b東御市八重原1018
可（有料）ラッピング：

不可試飲：

白 ロゼ

4

Château Mercian Mariko Winery
左／椀子ヴィンヤードのテロワールを代表する、スパイシー
な味わいの赤ワインです。右／椀子ワイナリーのアイコン
ワイン（赤ワイン）。その年に収穫された最もよいブドウから
造られたワインをブレンドしています。

左／椀子シラー（オープン価格）
右／椀子オムニス（オープン価格）

シャトー・メルシャン椀子ワイナリー上田市

b上田市長瀬146-2
Z 0268-75-8790

可（有料）ラッピング：
可（有料）試飲：赤 赤

1

Hasumi Farm & Winery
左／標高由来のキリッとした酸味と果実味たっぷりでミネラ
ル感ある味わいが楽しめる白ワインです。右／ピノ・ノワー
ル種100％を野生酵母で丁寧に発酵させ、オーク樽で熟
成させたはすみふぁーむのフラッグシップワインです。

左／はすみふぁーむシャルドネ（2,900円）
右／千曲川ワインバレーシリーズピノ・ノワール（3,900円）

はすみふぁーむ＆ワイナリー東御市

b東御市祢津413
Z 0268-64-5550

可（有料）ラッピング：
不可試飲：白 赤
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左／自園産のシャルドネ種を原料とし、自園醸造所にて製
造、元詰めした白ワインです。右／自園産のシャルドネ種、
ピノ・ノワール種、アリゴテ種から造られたスパークリングワ
インです。委託醸造により生産されました。

左／鞍掛 シャルドネ[2021]（4,180円）
右／レ・クリュ・ブリュット [N.V.]（5,500円）

ぼんじゅーる農園醸造所東御市

b東御市祢津240-3
Z 0268-63-4144

不可ラッピング：
可（有料）試飲：白 泡
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Rue de Vin
左／シャンパーニュ製法による本格スパークリングワイン。
シャルドネをベースにピノ・ノワールでしっかり感を表現しま
した。右／カベルネ・ソーヴィニョンとメルロを１：１でブレン
ド。心地良いバランスのボルドー系赤ワインです。

左／リュードヴァン　ヴァン・ムスー　エスプリ（6,900円）
右／ドゥー・ローブ・ヴィオレット 2021（5,500円）

リュードヴァン東御市

b東御市祢津405
Z 0268-71-5973

可（有料）ラッピング：
可（有料）試飲：泡 赤
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発行者　長野県上田地域振興局

地元生まれのワインを贈ろう
上田地域は信州が誇る一大プレミアムワインの産地。
国内外から高い評価を受けるワインが
続 と々誕生しています。
今年の冬は、大切な人へ、
地元産のワインを贈ってみませんか。

※価格はすべて税込です。 
※掲載の情報は2022年11月10日時点の情報になります。完売の可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
※11～16は実店舗がないため、取扱店を掲載しています。

購入
方法

各店舗またはオンラインショップ（QRコードRよりアクセス）にてご購入ください。



HIRO
左・右／ボルドー液の有機栽培にこだわり、全て手作業
で一房一房に心を込めて栽培しています。2020、2021
どちらのヴィンテージとも、エレガントなアロマに導かれる飽
きの来ない味わいに仕上がっています。

左／HIRO MERLOT 2021(4,510円)
右／HIRO MERLOT 2020(4,710円)

※自社ネット（ec-neo）での税込販売価格

和の畑 HIRO東御市

●湯楽里館ワイン＆ビアミュージアム
取扱店

赤 赤

16

TSUIJILAB
左／自社畑のシャルドネが原料。柴犬「もも」が名称とラ
ベルのモチーフです。右／自社畑のメルローを使用。丁
寧に栽培したブドウを野生酵母で発酵させ、樽熟成。無
濾過で瓶詰めしています。柴犬「くるみ」がモチーフ。

左／ももわん（3,740円）
右／くるみん（3,740円）

ツイヂラボ東御市

●東御ワインチャペル
●湯楽里館ワイン＆ビアミュージアム

取扱店

白 赤
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tomorrow-wine
左／トロピカルな果実のニュアンスを持つ柑橘系の香りが
特徴で、アフターにはほのかな苦味が残ります。右／有
機農法で育てたブドウを畑の野生酵母で発酵。力強くも
様々なニュアンスを持つ滋味深いワインです。

左／オノヤマビッキ ブラン 2021（3,300円）
右／オノヤマビッキ ルージュ 2020（3,500円）

トゥモローワイン上田市

●東御ワインチャペル
●岩井屋酒店

取扱店

白 赤
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左／東御市産ナイアガラ種で造る微発泡ワイン。ナイア
ガラ特有の香りと、複雑で厚みのある味わいが特徴です。
右／東御市産巨峰種の微発泡ワイン。深い色合いとフレッ
シュな巨峰の香り、複雑で厚みのある味わいが特徴です。

左／ペットナット ブラン 2022（3,190円）
右／ペットナット ルージュ 2022（3,190円）
※11月下旬発売予定

ヨネファーム東御東御市

●東御ワインチャペル
●湯楽里館ワイン＆ビアミュージアム

取扱店

泡 泡
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Sail the Ship Vineyard
左／シャルドネ、プティマンサン、シュナンブランなどの混
醸ワインで、オレンジやパイナップルなどの香りとほろ苦さ
が特徴。右／メルロー、シラー、ムールヴェードルなどの
混醸ワイン。ほどよいタンニンと果実味が楽しめます。

左／Mr.Feelgood 白（2,860円）
右／Mr.Feelgood 赤（2,860円）
※12月下旬発売予定

セイル・ザ・シップ・ヴィンヤード上田市

●東御ワインチャペル
●湯楽里館ワイン＆ビアミュージアム
●岩井屋酒店　　●酒の原商店　
●Fika　　　　　●リカーランド現金屋

取扱店

白 赤
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左／イタリアで代表的なワインブドウ品種サンジョベーゼ
（長野県産）の微発泡ロゼワインです。右／カベルネソー
ヴィニヨンにサンジョベーゼを少量加え、天然酵母で発酵
させました。優しい飲み口の赤ワインです。

左／「友」（2,000円）
右／「心」（3,000円）

ひかるの畑東御市

b東御市祢津1810
Z 090-2752-0662

不可ラッピング：
不可試飲：泡 赤
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※商品に関することは、各事業者へお問い合わせください。 ※QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。 ※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。

長野県上田地域振興局商工観光課　〒386-8555 長野県上田市材木町1-2-6　Z0268-25-7140

11～ 16  のワイン取扱店情報
東御ワインチャペル　 b東御市田中63-4　Z0268-55-7511
湯楽里館ワイン＆ビアミュージアム b東御市和3875 湯楽里館2F　Z0268-75-0885
岩井屋酒店 b上田市塩川2901　Z0268-35-0022
酒の原商店 b上田市上塩尻260　Z0268-22-1941

※ワイン生産者からの情報をもとに掲載
※上田地域における 11～16 のワインの取扱店であり、すべての酒販店を掲載しているものではありません。

Fika b上田市中央2-24-4　Z0268-71-0848
リカーランド現金屋 b上田市福田32 -7　Z0268-22-5025

発行者　長野県上田地域振興局

Koaso Vineyard
左／フレッシュで軽やかなシャルドネ。特にダシの風味や抑
えめの塩、醤油味の料理によく合います。右／自然由来
の農薬だけで育てたメルロー。タンニンを活かしつつ、重
過ぎ無いバランスを目指して造りました。

左／Rill Chardonnay 2019（3,520円）
右／Rivers Merlot 2018（4,968円）

古安曾農園上田市

オンライン決済後に、圃場現地(上田市古安
曽)で受取も可（現地での受け取りを希望の場
合はinfo@koaso.comまで連絡を）

白 赤

12

オンラインショップのみ

KODAMATEI
①３年の熟成を経て味わいがまとまり、ミディアムボディの
飲み口に。少し置くと熟成を感じさせるなめし皮や葉巻が
感じられます。②やや軽めの味わいでハーブの香り。酸が
豊富で、キメ細かいタンニンがゆっくりと広がります。

①児玉邸メルロー2019（4,400円）
②児玉邸メルロー2020（4,400円）

児玉邸東御市

b東御市和7785
Z 0268-62-0393

可ラッピング：
可試飲：

赤

9

（裏面）
※①②とも同じボトルになります。

地元生まれのワインを贈ろう
上田地域は信州が誇る一大プレミアムワインの産地。
国内外から高い評価を受けるワインが続 と々誕生しています。
 今年の冬は、大切な人へ、
地元産のワインを贈ってみませんか。

※価格はすべて税込です。 
※掲載の情報は2022年11月10日時点の情報になります。完売の可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
※11～16は実店舗がないため、取扱店を掲載しています。

購入
方法

各店舗またはオンラインショップ（QRコードRよりアクセス）にてご購入ください。
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