★ ミラヴァル・ロゼが買えるお店
エリア

お客様名

〒

住所

電話

ウェブアドレス

宮城

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

022-225-7111

宮城

ヴァンエボヌール

980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町2-6-18

022-721-4408

宮城

錦本店

980-0012

宮城

ヴァンエボヌール

980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町2-6-18

022-721-4408

茨木

酒の村山

300-0331 茨城県稲敷郡阿見町阿見2988

029-875-7540

長野

丸本洋酒店

380-0834 長野県長野市大字鶴賀問御所町1289-1

026-234-2444

長野

北村酒店

380-0844 長野県長野市諏訪町504

026-234-5337

石川

カーヴ ド ヴェレゾン

921-8011 石川県金沢市入江1-29

076-225-3515

東京

クイーンズワイン

142-0062 東京都品川区小山 1-8-6

03-3787-0480 http://www.rakuten.co.jp/queens-wine/

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

東京

DEAN & DELUCA 品川店

108-0075 東京都港区港南2-18-1アトレ品川 2F

東京

DEAN & DELUCA 有楽町店

100-0006

東京

松屋銀座

104-0061 東京都中央区銀座3－6－1

東京

伊勢丹新宿店本館

東京

三越銀座店 地下3階 ラ・カーヴ

東京

信濃屋 豊洲店

東京

紀ノ国屋 各店

宮城県仙台市青葉区錦町1-2-18
定禅寺ＨＩＬＬ-1Ｆ

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
107-6290
B1

東京都千代田区有楽町2-5-1
ルミネ有楽町 ルミネ2-1F

022-224-1411

03-3953-8888 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/
3-3567-1211(代表)

東京都新宿区新宿３−１４−1地下１階
3(3352)1111(大代表)
グランド・カーヴ
東京都中央区銀座4-6-16
1040061
3-3562-1111(大代表)
銀座店営業時間：10時30分-8時
東京都江東区豊洲3-2-24
135-0061
03-5547-0770
豊洲フォレシア1F
160-0022

※一部店舗を除く

★ ミラヴァル・ロゼが買えるお店
エリア

お客様名

〒

住所
渋谷区恵比寿南1-6-1
亜トレ恵比寿西館地下1階
東京都武蔵野市吉祥寺南町1-1-24
アトレ吉祥寺１階
東京都品川区上大崎2-16-9
ｱﾄﾚ目黒1 2階
東京都世田谷区 奥沢2-38-9
月瀬ビル2F

電話

ウェブアドレス

東京

ザガーデン自由が丘 恵比寿店

150-0022

東京

ザガーデン自由が丘 吉祥寺店

180-0003

東京

ザガーデン自由が丘 目黒店

141-0021

東京

ワインプラス自由が丘

158-0083

東京

亀屋矢崎商店

180-0006 東京都武蔵野市中町2-24-18

東京

アカデミーデュヴァン青山校

150-0001

東京

ザ・グレープス ワインショップ

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

03-6804-2323

東京

クイーンズワイン

142-0062 東京都品川区小山1-8-6

03-3787-0480 http://www.rakuten.co.jp

東京

有限会社

194-0037 東京都町田市木曽西1-1-15

042-793-2176 http://kura-ya.com/

東京

勝鬨酒販株式会社

104-0045 東京都中央区築地7-10-11

03-5647-6629 http://katidoki.com/

東京

株式会社京王百貨店

160-8321 東京都新宿区西新宿1-1-4

03-5321-5249

東京

株式会社東急百貨店本店

150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-24-1

03-3477-3582

東京

ワインズ東京

108-0023 東京都港区芝浦4-18-30

03-6435-3966 http://www.ynstokyo.co.jp/

107-0061 東京都港区北青山3-11-7

03-3409-1231

東京
東京

蔵家

新宿店

株式会社紀ノ国屋 各店
※一部店舗除く
株式会社成城石井 各店
※一部店舗除く

東京都渋谷区神宮前 5-53-67
コスモス青山ガーデンフロア
東京都渋谷区 千駄ヶ谷1-6-9
151-0051
川久保ビル1F

03-6712-2711
0422-28-1511
03-6408-1311
03-3724-4146 http://wineplace.jp/
045-54-3931

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

03-3486-1038 http://www.adv.gr.jp/
03-6337-6042 http://www.thegrapes.tokyo/

千葉

西武百貨店 船橋店

273-0005 千葉県船橋市本町1-2-1

0474-25-5042

千葉

株式会社越後屋
コート・ドール東武船橋店

273-0005 千葉県船橋市本町７－１－１

047-425-3503

★ ミラヴァル・ロゼが買えるお店
エリア

お客様名

〒

住所

電話

ウェブアドレス

神奈川

オリンピック 平塚店

254-0807 神奈川県平塚市代官町33-1

0463-24-4411

神奈川

オリンピック 東戸塚店

244-0805 神奈川県横浜市戸塚区川上町52-1

045-826-5311

神奈川

ロックスオフ

251-0025 藤沢市鵠沼石上2-11-16

0466-24-0745

神奈川

マルシェディジュール関内店

231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通58

045-662-5260 http://www.sakaguchiya.co.jp

神奈川

坂口屋本店

226-0025 神奈川県横浜市緑区十日市場町900-1

045-985-4955 http://www.sakaguchiya.co.jp

神奈川

Ｓｈｏ－Ｃｈｕ 焼酎オーソリティ 川崎店 212-8576 神奈川県川崎市幸区堀川町72-1

愛知県

DEAN&DELUCA 名古屋

450-6290 愛知県名古屋市中村区名駅4-7-1

愛知県

スタンドフォー

450-0002

静岡
静岡

ワインブティック パニエ
佐鳴台店
ワインブティック パニエ
浜北店

名古屋市中村区名駅2-28-5
名駅マークビル1F

432-8021 静岡県浜松市中区佐鳴台4-38-28
静岡県浜松市浜北区貴布袮1200
プレ葉ウォーク浜北1Ｆ
兵庫県神戸市中央区加納町 4-7-11
650-0001
パレ･ド･北野坂1F

434-0038

044-874-8196
052-527-8826 http://www.deandeluca.co.jp/storelocations/market/nagoya/
052 (588) 5881
053-543-7711 www.wb-panier.com
053-489-6145

兵庫

LeLien Wine&Flower (ルリアン)

兵庫

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/index.html

兵庫

トリコロール・神戸

651-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通3-15-10

078-331-1105

兵庫

ワインショップ イデア

661-0976 兵庫県尼崎市潮江2丁目14-17

070-4101-6024 http://idea-purin.com/

兵庫

ル・プティ・コントワール

659-0092

兵庫県芦屋市大原町4-12
ビューコート芦屋 1F

078-331-2855 http://www.kaneki-shuhan.co.jp/tempo/tempo10.html

0797-26-7855 http://www.le-petit-comptoir.net/

★ ミラヴァル・ロゼが買えるお店
エリア

お客様名

〒

住所

電話

ウェブアドレス

福岡

DEAN & DELUCA 福岡店

福岡県福岡市中央区天神2-2-43
810-0001
ソラリアプラザB2

福岡

トレ・バンビーノ

810-0012 福岡市中央区白金2-15-7

092-534-4488 http://trevin-vino.com/index.html

福岡

ボン洋酒店

810-0073 福岡市中央区舞鶴2-4-28

092-761-4771 http://www.bonyousyuten.com/

宮崎

ワインセラーパリ１６区

880-0032 宮崎市霧島3-6

0985-31-0822 http://www.rakuten.co.jp/wineparis16/

宮崎

カーヴ・ド・ヴァン エレヴァージュ

880-0002 宮崎市中央通2-10 みらいビル1階

0985-89-6022

長崎

松尾酒店

850-0853 長崎市浜町6-22

095-824-3131

092-739-0207 http://www.deandeluca.co.jp/storelocations/market/fukuoka/

★ ミラヴァル・ロゼが買えるお店
エリア

お客様名

〒

住所

ネットショップ イオンdeワイン

ウェブアドレス
https://www.aeondewine.com/shop/c/ca106

ネットショップ 株式会社ホームショッピング

011-711-9977 http://www.rakuten.ne.jp/gold/homeshop/osake/o-main.html

ネットショップ Amazon Japan
ネットショップ ワインショップ ENOTECA 各店

電話

http://www.amazon.co.jp/
※一部店舗を除く

http://www.enoteca.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 ワイングロッサリー

075-841-3058 http://www.kaneki-shuhan.co.jp/tempo/tempo10.html

ネットショップ うきうきワインの玉手箱

073-441-7867 http://www.winegrocery.com/

★ ミラヴァル・ロゼが飲めるお店
エリア

お客様名

住所

電話

ウェブアドレス

東京都港区北青山 3-10-6
青山パークスB1F

03-3400-3552

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 東京アメリカンクラブ

東京都港区麻布台2-1-2

03-4588-0245

東京 Pierre Gagnaire

東京都港区赤坂1-12-33

03-3505-9505 http://www.anaintercontinental-tokyo.jp/pierre_gagnaire/

東京 Patinastella

渋谷区上山町11-15神山フォレスト１F

03-5738-7031 http://patinastella.com/#top

東京 Wolfgang's Steakhouse丸の内

東京都 千代田区 丸の内 2-1-1
丸の内 MY PLAZA 明治生命館 B1F

03-5224-6151 http://wolfgangssteakhouse.jp/marunouchi/

東京 W表参道
東京 分けとく山
東京 リブルーム
東京 房’ｓ

西新宿

東京 Argo
東京 Roppongi Hills Club

http://www.cardenas.co.jp/shop/restaurants/w-omotesandothe-cellar-grill.html
http://isetan.mistore.jp/store/shinjuku/restaurant/waketoku/inde
東京都 新宿区 新宿 3-14-1伊勢丹新宿店 7F 03-5368-5398
x.html
東京都千代田区紀尾井町 4-1
03-3221-2857 http://www.newotani.co.jp/tokyo/restaurant/ribroom/index.html
ホテルニューオータニ 東京 ロビィ階
東京都新宿区西新宿 1-18-1
03-3345-4545 http://www.bous.jp/nishi_shinjuku/index.html
小川ビル 4～5F
東京都千代田区麹町1丁目12
03-3265-5504 http://www.tojo.co.jp/restaurant-argo/
ONE FOUR TWO by Tojo 9F
東京都港区六本木 6-10-1
03-6406-6010 http://www.roppongihillsclub.com/visitor/dfw/jp/rhc/floor.html
六本木ヒルズ 森タワー 51F

東京 ANAインターコンチネンタルホテ東京都港区赤坂1-12-33
東京 ミクニ

丸の内

東京 ピルエット
東京 琥珀宮

東京都千代田区丸の内2-6丸の内ﾌﾞﾘｯｸｽｸｴｱ2F
東京都港区虎ノ門1-23-3
虎ノ門ヒルズガーデンハウス1階
東京都千代田区丸の内1-1-1
ﾊﾟﾚｽﾎﾃﾙ東京 5F

★ ミラヴァル・ロゼが飲めるお店

03-3505-9505 http://www.anaintercontinental-tokyo.jp/pierre_gagnaire/
03-5220-3921 http://www.mikuni-marunouchi.jp/
03-6206-6927 http://www.pirouette.jp/
03-5221-7788

http://www.palacehoteltokyo.com/restaurant/amber_palace.ph
p

エリア

お客様名

住所

電話

ウェブアドレス

東京 ロアラブッシュ

東京都渋谷区渋谷4-2-9

03-3499-1999 http://www.1999group.com/

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

中央区銀座4-3-12
銀座伊藤ビル２F

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

東京 Hilton Tokyo

東京都新宿区西新宿6丁目6番2号

03-3344-5111 http://hiltonhotels.jp/hotel/kanto/hilton-tokyo/dining

東京 Continental Safari

東京都港区西麻布3-24-24 西麻布3丁目
ビル

03-6455-5853 http://continentalsafari.com/

東京 Andaz タヴァン

東京都港区虎ノ門1-23-4

03-6830-1234 https://www.andaztokyo.jp/restaurants/jp/andaz-tavern-dining/

東京 CAFÉ NODE

〒151-0066 東京都渋谷区西原3丁目11−8

03-3466-0497 http://welcometonode.jp/uehara/

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 銀座 志

東京都中央区銀座5-4-9

03-6280-6158

東京 とも新

東京都練馬区豊玉上2-21-18 ジェイコート
桜台2F

03-6914-9636

東京 タマヤ八丁堀

東京都中央区八丁堀3-14-2

03-3523-1886

東京 ル リオン恵比寿

東京都渋谷区恵比寿1-21-16

03-3445-8131

東京 ブラッスリー リオン

東京都豊島区南池袋1-26-1 西武池袋本店803-5949-5678

東京 タマヤ水道橋

東京都千代田区三崎町3-6-15

03-6261-4043

東京 プレニチュード

東京都中央区新富1-6-11
ロイヤルプラザ新富101

03-6280-5753

★ ミラヴァル・ロゼが飲めるお店
エリア

お客様名

住所

電話

ウェブアドレス

東京 ファヴォリ紀尾井町

東京都千代田区紀尾井町1-3
東京ガーデンテラス紀尾井町 ３F

東京 ベルサイユの豚 西新宿

東京都新宿区西新宿6-5-1 アイランドタワーB03-5909-2291

東京 ベルサイユの豚 田町

東京都港区芝5-26-20 建築会館2階

03-5439-6497

東京 ベルサイユの豚

東京都千代田区九段北1-2-7
フローレンス九段 1～3階

03-3556-4220

東京 ベルサイユの豚 池袋

東京都豊島区南池袋2-16-8 鈴和ビルB1

03-3985-2192

東京 ベルサイユの豚 錦糸町

東京都墨田区江東橋3-13-6 KINSIAビル5F 03-5624-0320

東京 板前寿司

東京都中央区銀座8-2-13 Ｊビル 1F

九段下

銀座店

東京 ブ―シュリ―グートン
東京 サン・ピエール
横浜 マルゴ ファイブ
静岡 ヴィノシティ

本店

静岡 ヴィノシティ

マジス

静岡 ヴィノシティ

マキシム

静岡 KEISUKE MATSUSHIMA
愛知 Ｗ（ダブリュー）表参道

050-5592-3868

050-5869-7687

東京都中央区日本橋富沢町10-15 勢州屋本03-6661-1156
東京都中央区日本橋人形町 2-16-3
03-3669-2335
V ﾋﾞﾙ1F
東京都新宿区新宿 3-20-8
03-6457-4505
₋
₋
ﾄｯﾌﾟﾊｳｽ1F
東京都千代田区鍛冶町2－4－1佐伯ビルB
050 2018 2411
１
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
東京都渋谷区神宮前 1-4-20
パークコート神宮前1Ｆ
東京都港区北青山3-10-6

050-2018 -2412
050-2018 -2413
03-5772-2091 http://www.restaurant-i.jp/index.html
03-3400-3552

★ ミラヴァル・ロゼが飲めるお店
エリア
東京 ギャマン

お客様名
ブロックス

住所

東京都目黒区上目黒3-16-13 2F

電話
03-5724-3461

ウェブアドレス

東京 トゥー

ルームス

Two Ro東京都港区北青山3-11-7ＡＯﾋﾞﾙ5F

03-3498-4002

神奈川 Ｗ（ダブリュー）横浜店

神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-16-4

045-594-8200

神奈川 バスティーズ

神奈川県 鎌倉市腰越1丁目3-11

0467-40-4232 http://bastides-kamakura.jp/

神奈川県茅ヶ崎市中海岸1-1−12

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

横浜 横浜ロイヤルパークホテル

神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1-3

045-221-1155 http://www.yrph.com/

静岡 CLOUD 9

静岡県浜松市中区板屋町102-16Kei ビル2Ｆ

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

宮城 CYAN

宮城県仙台市青葉区一番町一丁目6－22

022-302-6881

神奈川

ラ・ターブル・ド・トリウ
ミ

大阪府 インターコンチネンタルホテル大大阪府大阪市北区大深町3-60

06-6374-5700

京都府 ザ・リッツ・カールトン京都 京都市中京区鉾田町543

075-746-5555 http://www.ritzcarlton-kyoto.jp/restaurant/mizuki.html

兵庫県 エクシブ有馬

078-907-4129

花暦

兵庫県神戸市北区有馬町1661-11

