★ ミラヴァル・ロゼが飲めるお店
エリア

お客様名

住所

電話

千葉 テッパツヤ

千葉県成田市花崎町816 水野ビル 4F

050-5592-7818

東京 サン・ピエール

東京都中央区日本橋人形町 2-16-3
V ﾋﾞﾙ1F

03-3669-2335

東京 パタティ パタタ

東京都台東区浅草橋 5-5-5

03-3861-7265

東京 ジェ ファン

東京都目黒区上目黒 1-13-5

03-6455-1459

東京 マルゴ ファイブ
東京 マルゴ 丸の内
東京 ヴィノシティ 本店
東京 ヴィノシティ マジス
東京 ヴィノシティ マキシム
東京 上野精養軒
東京 W表参道
東京 分けとく山
東京 房’ｓ 西新宿
東京 Argo
東京 KEISUKE MATSUSHIMA

東京都新宿区新宿 3-20-8
ﾄｯﾌﾟﾊｳｽ1F
東京都千代田区丸の内2-6-1
丸の内パークビルディング1Ｆ
東京都千代田区鍛冶町２丁目４−１
佐伯ビルB1
東京都千代田区鍛治町2-9-7
大貫ビルB1
東京都千代田区日本橋室町2-3
コレド室町2-1Ｆ
東京都台東区上野公園4-58
東京都港区北青山 3-10-6
青山パークスB1F
東京都 新宿区 新宿 3-14-1
伊勢丹新宿店 7F
東京都新宿区西新宿 1-18-1
小川ビル 4～5F
東京都千代田区麹町1丁目12
ONE FOUR TWO by Tojo 9F
東京都渋谷区神宮前 1-4-20
パークコート神宮前1Ｆ

ウェブアドレス

03-6457-4505
03-6269-9105
050-2018 -2411 charpente.jp/vinosity/
050-2018 -2412 charpente.jp/magis/
050-2018 -2413 charpente.jp/maxime/
03-3821-2181 http://www.seiyoken.co.jp/
http://www.cardenas.co.jp/shop/restaurants/w-omotesando-thecellar-grill.html
http://isetan.mistore.jp/store/shinjuku/restaurant/waketoku/inde
03-5368-5398
x.html
03-3400-3552

03-3345-4545 http://www.bous.jp/nishi_shinjuku/index.html
03-3265-5504 http://www.tojo.co.jp/restaurant-argo/
03-5772-2091 http://www.restaurant-i.jp/index.html

東京 青山牛彩

東京都港区南青山2-11-11

03-5785-2521 http://www.gyusai.com/

東京 マンダリンオリエンタル東京

東京都中央区日本橋室町2-1-1

03-3270 8800 http://www.mandarinoriental.co.jp/tokyo/

東京

Wolfgang's Steakhouse
丸の内

東京 琥珀宮

東京都 千代田区 丸の内 2-1-1
丸の内 MY PLAZA 明治生命館 B1F
東京都千代田区丸の内1-1-1
ﾊﾟﾚｽﾎﾃﾙ東京 5F

03-5224-6151 http://wolfgangssteakhouse.jp/marunouchi/
03-5221-7788 http://www.palacehoteltokyo.com/restaurant/amber_palace.php

★ ミラヴァル・ロゼが飲めるお店
東京 Roti

東京都港区六本木6-6-9
ピラミデビル１Ｆ

03-5785-3671 http://www.roti.jp/ja/

東京 22

東京都中央区銀座4-3-12 銀座伊藤ビル2F

03-5524-8501 https://22twotwo.jp/

東京

ホテルインターコンチネンタル
東京都港区海岸1-16-2
東京ベイ

03-5404-2222

東京 日比谷松本楼

東京都千代田区日比谷公園1-2

03-3503-1451

東京 La Paix

東京都中央区日本橋室町1-9-4

03-6262-3959 http://lapaix-m.jp/

東京 茶禅華

東京都港区南麻布4-7-5

03-6873-5734 http://sazenka.com/

東京 月島ビストロ

東京都港中央区月島1-6-12

03-5560-1834

東京 プロヴァンスカフェ

東京都港中央区月島3-9-3

03-6320-0442

東京 プレニチュード
東京 ル リオン池袋
東京 ル リオン恵比寿
東京 ブ―シュリ―グートン
東京 37 Roast Beef
東京 加賀屋 銀座店
東京 ダイマスワイン館
神奈川 ラ・ターブル・ド・トリウミ
神奈川 横浜ロイヤルパークホテル

静岡 CLOUD 9

東京都中央区新富1-6-11
ロイヤルプラザ新富 1F
東京都豊島区南池袋1-28-1
西武池袋本店 8F

050-5571-0926

東京都渋谷区恵比寿1-21-16

03-3445-8131

東京都中央区日本橋富沢町10-15
勢州屋本店ビル １F
東京都渋谷区神宮前4-12-10
表参道ヒルズ本館3階
東京都中央区銀座５-８-１７
ワールドタウンビルB1階

03-6280-5753

050-5593-0716
03-5413-4637
03-3289-6500

東京都台東区浅草1-14-8

03-5806-2281 http://www.e-daimasu.com/winekan/

神奈川県茅ヶ崎市中海岸1-1-12

0467-84-0484 http://www.la-table-de-toriumi.com/

神奈川県横浜市西区
みなとみらい 2-2-1-3
静岡県浜松市中区板屋町102-16
Kei ビル2Ｆ

045-221-1155 http://www.yrph.com/
053-456-4444

静岡 オークラアクトシティ浜松

静岡県浜松市中区板屋町111-2

053-459-0111

静岡 グランドエクシブ浜名湖

浜松市西区村櫛町字志津ノ前4620

053-488-0126

★ ミラヴァル・ロゼが飲めるお店
ブルーブリック
ステーキハウス

静岡県浜松市中区肴町318-16 2Ｆ

053-451-2929

愛知 ホテル アークリッシュ豊橋

愛知県豊橋市駅前大通1-55

0532-51-1111

石川 ホテル日航金沢

石川県金沢市本町2-15-1

076-234-1111

静岡

ブラッスリー・ブー
梅田店
ブラッスリー・ブー・ジュニア
大阪府
天王寺ＭＩＯ店
カフェ・ブー
大阪府
HERBIS PLAZA ENT店
大阪府

大阪府 ル・コントワ
インターコンチネンタル大阪
レストランピエール
パシオン・エ・ナチュール
大阪府
新大阪店
パシオン・エ・ナチュール
大阪府
福島店
大阪府

広島県 ベラビスタ スパ&マリーナ
熊本県

Café Lafcadio・
JD Wine Cellar Door

愛知県 サンクサンス
愛知県 ベベのおそうざい

大阪市北区梅田2丁目4-13
阪神産経桜橋ビル1F
大阪市天王寺区悲田院町10-48
天王寺プラザ館M2階
大阪市北区梅田2-2-22
HERBIS PLAZA ENT 1F
大阪府大阪市北区曾根崎2-10-10
第二あーけるびる

06-6348-1159 http://brasserie-boo.com
06-6773-1159 http://boo-jr.com/
06-6440-1159
06-6926-4567

大阪府大阪市北区大深町3-60

06-6374-5700

大阪市淀川区西中島5-16-1
JR新大阪駅構内

06-6300-1159 http://shizenha-passion.com/shin-osaka/

大阪市福島区福島6-1鉄道高架下

06-6452-1159 http://shizenha-passion.com/fukushima/

広島県尾道市浦崎町大平木1344-2

084-987-1122

熊本県熊本市中央区草葉町2-3
松田アパート1F
名古屋市千種区池下町2－28
アート倶楽部カルチェラタン３F
名古屋市東区泉2－1－28
ヴィアーレストリア１B

096-354-0013
052-784-5005 http://www.quartier-latin.nagoya/
052-938-4555 http://bebe-cafe.jp/

福岡 IMURI

福岡県福岡市中央区谷1-3-15

092-762-7070 http://kanzan.net/imuri/

福岡 ラ・ロシェル福岡

福岡県福岡市中央区大手門1-1-5

092-716-5617 http://www.la-rochelle.co.jp/shop/fukuoka/

宮崎 CORNER

宮崎県宮崎市中央通り3-1

0985-74-7775 http://www.corner-cafe.asia/

★ ミラヴァル・ロゼが買えるお店
エリア
全国

お客様名

〒

ワインショップ ENOTECA 各店

住所

電話

※一部店舗を除く
仙台市青葉区錦町1-2-18
定禅寺 HILL 1F

ウェブアドレス
http://www.enoteca.co.jp/

宮城県

錦本店

980-0012

宮城県

株式会社仙台三越
本館地下1F ワイン売り場

980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 4-8-15

群馬

仲沢酒店

370-0861

東京

河内屋 葛西店

130-0083 東京都江戸川区中葛西5-40-15

03-3680-4321

東京

アサヒヤワインセラー

176-0005 東京都練馬区旭丘 1-56-2

03-3951-6020

東京

目白田中屋

171-0031

東京

DEAN & DELUCA 六本木店

107-6290

東京

DEAN & DELUCA 品川店

108-0075

東京

DEAN & DELUCA 有楽町店

100-0006

東京

伊勢丹新宿本店

160-0022

東京

松屋銀座

104-0061 東京都中央区銀座3－6－1

東京

三越銀座店
地下3階 ラ・カーヴ

104-0061

東京都中央区銀座4-6-16
銀座店営業時間：10時30分-8時

03-3567-1211
(代表)
03-3562-1111
(大代表)

東京

東急百貨店 本店

150-0043

東京都渋谷区 道玄坂２-２４-１

03-3477-3111

東京

ザガーデン自由が丘
恵比寿店

150-0022

渋谷区恵比寿南1-6-1
亜トレ恵比寿西館地下1階

03-6712-2711

東京

西武池袋本店

171-0022 東京都豊島区南池袋1-28-1

東京

亀屋矢崎商店

180-0006 東京都武蔵野市中町2-24-18

東京

リカーポート蔵家

194-0037

東京

マルシェディジュール青山店

107-0061 東京都港区北青山1-4-4

東京

ビックカメラ有楽町店

100-0006

東京都千代田区有楽町1-11-1

03-5221-1111 http://www.biccamera.co.jp/shoplist/shop-014.html

東京

ナショナル麻布店

106-0047

東京都港区南麻布4-5-2

03-3442-3181 http://www.national-azabu.com/stores_guide/

群馬県高崎市八千代町 312 １丁目

東京都豊島区目白 3-4-14
田中屋ビル地下
東京都港区赤坂9-7-4
東京ミッドタウン B1
東京都港区港南2-18-1
アトレ品川 2F
東京都千代田区有楽町2-5-1
ルミネ有楽町 ルミネ2-1F
東京都新宿区新宿3丁目14-1

東京都町田市木曽西1-1-15

022-224-1411 http://www.nishikihonten.jp/index.html
022-225-7111
027-323-1621

http://tanakaya.cognacfan.com/
03-5413-3580 http://www.deandeluca.co.jp/storelocations/market/roppongi/
03-6717-0935

http://www.deandeluca.co.jp/storelocations/market/shinagawa/

03-6212-0070 http://www.deandeluca.co.jp/storelocations/market/yurakucho/
03-3352-1111

045-54-3931

http://www.kameya.co.jp/

042-793-2176
03-6804-2323

★ ミラヴァル・ロゼが買えるお店
赤坂 四方

107-0052

東京都港区赤坂3-12-21

03-3585-6711 http://yomo-akasaka.com/

神奈川

日吉東急アベニュー

223-0061

横浜市港北区日吉２-１−１

045-560-1511

石川

カーヴ ド ヴェレゾン

石川県金沢市入江1-29

076-225-3515

富山

カーヴ ロンド

930-0032

富山県富山市栄町３-２-８

076-420-5001

山梨

岡島百貨店

400-8660

山梨県甲府市丸の内1-21-15

055-231-0500

山梨

磯部酒店

400-0042

山梨県甲府市高畑2-4-3

中部

ワインブティック パニエ 佐鳴台店

432-8021 静岡県浜松市中区佐鳴台4-38-28

中部

ワインブティック パニエ 浜北店

434-0038

中部

泉屋酒店

412-0043 静岡県御殿場市新橋1827-7

0550-82-0315 www.winesenka.com

中部

カーヴ ミツクラ

460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-13-7

052-221-1139

中部

DEAN&DELUCA 名古屋

450-6290

中部

スタンドフォー

450-0002

近畿

ワイングロッサリー

600-8499

近畿

タカムラ

550-0002

近畿

ワインショップ カーヴ

582-0021 大阪府柏原市国分本町 2-6-5

072-978-1001 http://www.rakuten.co.jp/rifuku/

近畿

ワインショップ・トム・ギャルソン

556-0023

大阪府大阪市浪速区稲荷2-7-19

06-6562-6778

近畿

株式会社今井商店
コウベワインセラーNAKAYAMATE

650-0004

神戸市中央区中山手通1丁目25-10
ミューズ中山手1Ｆ

078-221-1328 http://www.imaikwc.co.jp/shop_nakayamate.html

近畿

アンプロンプチュ

657-0064

兵庫県神戸市灘区 山田町 3-2-6

078-862-3232 http://impromptu.sakura.ne.jp/

近畿

トリコロールKOBE

650-0011 神戸市中央区下山手通3-15-10

近畿

ル・リアン

650-0001

近畿

ル・プティ・コントワール

中国

吉長酒店

東京

静岡県浜松市浜北区貴布袮1200
プレ葉ウォーク浜北1Ｆ

愛知県名古屋市中村区名駅4-7-1
名古屋市中村区名駅2-28-5
名駅マークビル1F
京都府京都市下京区 唐津屋町 526−
2
大阪府大阪市 西区江戸堀 2-2-18

神戸市中央区加納町 4-7-11
パレ･ド･北野坂1F
芦屋市大原町4-12ビューコート芦屋1
659-0092
階

730-0843 広島県広島市中区舟入本町 ７−１

https://www.okajima.co.jp/

055 - 228 - 2323 http://youkai-sake.com/Y01-001.html
053-543-7711 www.wb-panier.com
053-489-6145

052-527-8826 http://www.deandeluca.co.jp/storelocations/market/nagoya/
052-588-5881
075-841-3058 http://www.winegrocery.com/
06-6443-3519 http://takamuranet.com/

078-331-1105 https://www.kobe-busicolle.net/tricolore-kobe/
078-331-2855 http://www.kaneki-shuhan.co.jp/tempo/tempo10.html
0797-26-7855 http://www.le-petit-comptoir.net/
082-231-4040

★ ミラヴァル・ロゼが買えるお店
中国

おかじまや

710-0012 岡山県倉敷市鳥羽 372-12

九州

DEAN & DELUCA 福岡店

810-0001

九州

カーヴ ド ヴァン エレヴァージュ

ネットショップ イオンdeワイン
ネットショップ 株式会社ホームショッピング

福岡県福岡市中央区天神2-2-43
ソラリアプラザB2
宮崎県宮崎市中央通2-10
880-0002
みらいビル1F

086-462-6081
092-739-0207 https://www.deandeluca.co.jp/shop/detail.php?shop_id=5
0985-89-6022

https://www.aeondewine.com/shop/c/ca106
011-711-9977 http://www.rakuten.ne.jp/gold/homeshop/osake/o-main.html

ネットショップ Amazon Japan

http://www.amazon.co.jp/

ネットショップ ENOTECA online

http://www.enoteca.co.jp/

ネットショップ ワインセラー エスカルゴ

http://www.rakuten.co.jp/escargotwine/

ネットショップ 代官山ワインサロン Le LUXE

https://www.rakuten.co.jp/leluxe/

ネットショップ 銀座千疋屋

https://ginza-sembikiya.jp/category/wine

ネットショップ トスカニー

https://www.rakuten.co.jp/toscana/

ネットショップ ビックカメラ.com

https://www.biccamera.com/bc/main/

ネットショップ うきうきワインの玉手箱

https://www.rakuten.ne.jp/gold/wineuki/

ネットショップ イマイ ウェブワインセラー

http://imaiwwc.com/

