★ ミラヴァル・ロゼが買えるお店
エリア

お客様名

〒

住所

錦本店

仙台市青葉区錦町1-2-18
980-0012
定禅寺 HILL 1F

東京

クイーンズワイン

142-0062

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

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

東京

宮城県

東京都品川区小山 1-8-6

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

電話

ウェブアドレス

022-224-1411

http://www.nishikihonten.jp/index.html

03-3787-0480

http://www.rakuten.co.jp/queens-wine/

03-3951-6020
http://tanakaya.cognacfan.com/
03-5413-3580

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

東京都港区港南2-18-1アトレ品川 2F

03-6717-0935

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

100-0006

東京都千代田区有楽町2-5-1
ルミネ有楽町 ルミネ2-1F

03-6212-0070

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

高島屋日本橋店

103-8265

東京都中央区日本橋2丁目4番1号

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

東京

信濃屋 豊洲店

東京

ザガーデン自由が丘 恵比寿店

東京

ワインプラス自由が丘

東京

亀屋矢崎商店

180-0006 東京都武蔵野市中町2-24-18

東京

はせがわ酒店グランスタ

100-0006

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

151-0051

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

東京都中央区銀座4-6-16
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
豊洲フォレシア1F
渋谷区恵比寿南1-6-1
150-0022
亜トレ恵比寿西館地下1階
東京都世田谷区 奥沢2-38-9
158-0083
月瀬ビル2F
104-0061

東京都千代田区丸の内1-9-1
東京駅構内B1
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
川久保ビル1F

03-3211‐4111

https://www.takashimaya.co.jp/tokyo/

03-3567-1211
(代表)
03-3562-1111
(大代表)
03-5547-0770
03-6712-2711
03-3724-4146

http://wineplace.jp/

045-54-3931

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

03-6420-3409
03-3486-1038

http://www.adv.gr.jp/

03-6337-6042

http://www.thegrapes.tokyo/

03-6804-2323

★ ミラヴァル・ロゼが買えるお店
エリア

お客様名

〒

住所

電話

関東

ロックスオフ

251-0025 藤沢市鵠沼石上2-11-16

0466-24-0745

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

053-543-7711

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

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

近畿

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
ノアハイツ四条 1F

ウェブアドレス

www.wb-panier.com

053-489-6145

052-527-8826

www.winesenka.com

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

052-588-5881
075-841-3058

http://www.winegrocery.com/

06-6443-3519

http://takamuranet.com/

582-0021 大阪府柏原市国分本町 2-6-5

072-978-1001

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

白滝

530-0041 大阪府大阪市北区天神橋 3-1-28

06-6351-4738

近畿

アンプロンプチュ

657-0064

近畿

パントリー 六甲

658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中 2-9-1

近畿

ル・リアン

650-0001

中国

吉長酒店

730-0843 広島県広島市中区舟入本町 ７−１

082-231-4040

中国

おかじまや

710-0012 岡山県倉敷市鳥羽 372-12

086-462-6081

四国

鬼田酒店

780-0054 高知県高知市相生町 4-10

088-861-4416

九州

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

大阪府大阪市 西区江戸堀 2-2-18

兵庫県神戸市灘区 山田町 3-2-6

神戸市中央区加納町 4-7-11
パレ･ド･北野坂1F

078-862-3232
078-857-3630
078-331-2855

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

★ ミラヴァル・ロゼが買えるお店
エリア

お客様名

〒

住所

電話

ネットショップ イオンdeワイン

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

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

ウェブアドレス

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

/
a/
o/

