
★ ミラヴァル・ロゼが飲めるお店

エリア お客様名 住所 電話 URL

東京 Cellar Door Aoyama
東京都港区南青山2-27-18 パサージュ青山
2F

03-6804-5200 https://cellardoorfinewine.jp/

東京
上野精養軒本店 
グリルフクシマ

東京都台東区上野公園4-58 03-3821-2181 https://www.seiyoken.co.jp/restaurant/fukushima/index.html

神奈川 ラ・ターブル・ド・トリウミ 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 横浜ロイヤルパークホテル 横浜市西区みなとみらい2-2-1-3 045-221-1111(代表) https://www.yrph.com/

名古屋 カラン
愛知県名古屋市東区泉2-19-11 キャストビル
泉 1F

050-5457-2604 https://www.instagram.com/calin.flower_wine?igshid=1qbml5a1tlc49

名古屋 常八 愛知県名古屋市中村区並木2-143 052－411-6728

兵庫 トレトゥール・レ・ヴィーニュ 兵庫県神戸市中央区山本通1-7-5 078-855-7699 https://www.traiteurlesvignes.com/

https://cellardoorfinewine.jp/
https://www.traiteurlesvignes.com/


　　　　★ ミラヴァル・ロゼが買えるお店

エリア お店 住所 電話 URL

全国 ワインショップ ENOTECA 一部店舗での取り扱い　お問い合わせください http://www.enoteca.co.jp/

東京 ディーン＆デルーカ 品川店
東京都港区港南2-18-1
アトレ品川1120

03-6717-0935 DEAN & DELUCA 品川(deandeluca.co.jp)

東京 ディーン＆デルーカ 有楽町店
東京都千代田区有楽町2-5-1
ルミネ有楽町1F

03-6212-0070 DEAN & DELUCA 有楽町(deandeluca.co.jp)

東京 ディーン＆デルーカ　六本木店
東京都港区赤坂9-7-4
六本木ミッドタウンD-B102

03-5413-3580 DEAN & DELUCA 六本木(deandeluca.co.jp)

東京 ディーン＆デルーカ 広尾プラザ店
東京都渋谷区広尾5-6-6
広尾プラザ1F

03-5422-9082 DEAN & DELUCA 広尾プラザ(deandeluca.co.jp)

東京 ディーン＆デルーカ アトレ恵比寿店
東京都渋谷区恵比寿南1-5-5
ｱﾄﾚ恵比寿3F

03-5475-8323 DEAN & DELUCA 恵比寿(deandeluca.co.jp)

東京 三越銀座店　地下3階　ラ・カーヴ
東京都中央区銀座4-6-16
銀座店営業時間：10時30分-8時

03-3562-1111
(大代表)

https://www.mistore.jp/store/ginza.html

東京 東急百貨店　本店 東京都渋谷区 道玄坂２-２４-１ 03-3477-3111 https://www.tokyu-dept.co.jp/honten/

東京 渋谷東急フードショー　
東京都渋谷区道玄坂1-12-1
渋谷マークシティ 1階・地下1階／しぶちか

03-3477-3111〈代表〉 https://www.tokyu-dept.co.jp/shibuya_foodshow/

東京 松屋銀座 東京都中央区銀座3-6-1 地下1階　
03-3567-1211

(代表)
https://www.matsuya.com/ginza/

東京 日進ワールドデリカテッセン 東京都港区東麻布2-32-13 03-3583-4586 https://www.nissin-world-delicatessen.jp/

東京 目白田中屋
東京都豊島区目白 3-4-14
田中屋ビル地下

03-3953-8888

東京 リカーズハセガワ北口店
東京都中央区八重洲2-1
八重洲地下街 北1号　外堀地下2番通り

03-3271-4085 https://liquors-hasegawa.jp/corporate/Northshop.html

東京 カーヴ・ド・リラックス虎ノ門本店 東京都港区西新橋1-6-11 03-3595-3697 https://www.caverelax.com/introduce/toranomon?lang=ja

東京 ナショナル麻布店 東京都港区南麻布4-5-2 03-3442-3181 http://www.national-azabu.com/stores_guide/

東京 赤坂　四方 東京都港区赤坂3-12-21 03-3585-6711 http://yomo-akasaka.com/

東京 横浜 信濃屋
一部店舗での取り扱い
お問い合わせください

https://shinanoya.co.jp/

神奈川 マルシェ・ディ・ジュール 神奈川県横浜市中区日本大通58 045-662-5260 https://www.sakaguchiya.co.jp/shop/

千葉 コートドール津田沼店
千葉県船橋市前原西2-18-1
津田沼パルコ1F

047-425-3503 http://www.cotedor.co.jp/tsudanuma/

https://www.mistore.jp/store/ginza.html
https://www.tokyu-dept.co.jp/honten/
https://www.tokyu-dept.co.jp/shibuya_foodshow/
https://www.matsuya.com/ginza/
https://liquors-hasegawa.jp/corporate/Northshop.html
http://www.national-azabu.com/stores_guide/
http://yomo-akasaka.com/
https://www.sakaguchiya.co.jp/shop/
http://www.cotedor.co.jp/tsudanuma/


千葉 ＳＯＬ　ｂｙ　Ｋ
千葉県千葉市美浜区打瀬1-2-3
セントラルパーク・ウエストＤ棟１Ｆ

043-307-6062 https://www.sol-byk.com/

栃木 中川酒店 栃木県宇都宮市上大曽町331-1 028-624-8558 https://nakasake.net/

静岡 ワインブティック　パニエ　佐鳴台店　 静岡県浜松市中区佐鳴台4-38-28 053-543-7711 www.wb-panier.com

静岡 ワインブティック　パニエ　浜北店
静岡県浜松市浜北区貴布袮1200
プレ葉ウォーク浜北1Ｆ

053-489-6145

名古屋 ディーン＆デルーカ名古屋店
愛知県名古屋市中村区名駅4丁目7-1
ミッドランドスクエア B1

052-527-8826 DEAN & DELUCA 名古屋 (deandeluca.co.jp)

名古屋 スタンドフォー
愛知県名古屋市西区菊井1-13-21
大篠原ビルヂング1F

052 (588) 5881 http://www.stand4.jp/

京都 髙島屋京都店 京都府京都市下京区真町５２ 075-221-8811 https://www.takashimaya.co.jp/kyoto/

大阪 ワインショップ　トムギャルソン 大阪府大阪市浪速区稲荷2-7-19 06-6562-6778 https://www.wine-tomgarcon.com/

大阪 もりもと　本店 大阪府高槻市北園町14-13 072-682-0170 https://osakenet.com/html/3_shop.html#

大阪 タカムラ ワイン＆コーヒーロースターズ 大阪市西区江戸堀2-2-18 06-6443-3519 https://takamuranet.com/

https://www.sol-byk.com/
https://nakasake.net/
http://www.stand4.jp/
https://www.takashimaya.co.jp/kyoto/
https://www.wine-tomgarcon.com/
https://osakenet.com/html/3_shop.html
https://takamuranet.com/


　　　　★ ミラヴァル・ロゼが買えるネットショップ

エリア ネットショップ URL

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 ワインズトーキョー https://www.rakuten.ne.jp/gold/ynstokyo/

ネットショップ 渋谷ワインステーション (TOKYU NET SHOPPING) https://www.tokyu-dept.co.jp/ec/cmShopTopPageW.html

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 ワインショップカーヴ https://www.rakuten.co.jp/rifuku/

ネットショップ タカムラワインハウス https://www.rakuten.ne.jp/gold/wine-takamura/

ネットショップ JAL ショッピング
https://www.shop.jal.co.jp/item/2512H/?utm_source=jeroboam&utm_medium=brandsite&utm_c
ampaign=202107

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 Milleporte (ミレポルテ) https://www.milleporte.com/luxury/miraval/210428MIRG

ネットショップ ANA  ショッピング・A-Style https://www.astyle.jp/disp/CSfGoodsPage_001.jsp?GOODS_NO=367163

https://www.tokyu-dept.co.jp/ec/cmShopTopPageW.html
https://www.rakuten.ne.jp/gold/wineuki/
https://www.rakuten.co.jp/rifuku/
https://www.rakuten.ne.jp/gold/wine-takamura/
https://www.shop.jal.co.jp/item/2512H/?utm_source=jeroboam&utm_medium=brandsite&utm_campaign=202107
https://www.shop.jal.co.jp/item/2512H/?utm_source=jeroboam&utm_medium=brandsite&utm_campaign=202107
https://www.rakuten.co.jp/toscana/
https://www.milleporte.com/luxury/miraval/210428MIRG
https://www.astyle.jp/disp/CSfGoodsPage_001.jsp?GOODS_NO=367163
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