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11 月 15 日(木) 明日ボージョレ解禁！
青山フラワーマーケットコラボデザイン
「ラブレ・ロワ・ボージョレ・ヌーボー 2018」販売開始！
全国のサッポロライオンチェーンにて
「JOY OF LIVING－生きている喜びの提供－」を企業理念に、ビヤホール・レストランなどを運営している
株式会社サッポロライオン（本社・東京都渋谷区、社長・三宅祐一郎）は、2018 年 11 月 15 日（木）より全
国のサッポロライオンチェーン（一部店舗除く）にて、
「ラブレ・ロワ・ボージョレ・ヌーボー 2018」の販売
を開始します。

「ラブレ・ロワ・ボージョレ・ヌーボー 2018」
「ラブレ・ロワ・ボージョレ・ヌーボー 2018」
の特長は、
鮮やかなルビー色と、
新鮮な果実味と、
ほのかに感じる甘味です。
粘土質土壌の畑の平均樹齢 50 年のブドウを使
用し、
カシス・ジュースのような美しい色合いと、
まるでベルベットのような優しさを感じられます。
タンニンは口の中で絹のようにやわらかく、味わ
いはリッチでフルーティです。
ワインやボージョレ・ヌーボー初心者から、中
級者の方々におすすめです。
今回も、人気のフラワーショップ「青山フラワ
ーマーケット」
がラベルデザインを手がけました。
花柄のラベルがテーブルを華やか仕上げます。
この「ラブレ・ロワ・ボージョレ・ヌーボー
2018」を、
「銀座ライオン」や「YEBISU BAR」
「くつ炉ぎ・うま酒 かこいや」など全国のサッポ
ロライオンチェーンで販売します。
■販売期間
11 月 15 日（木）～ 各店なくなり次第終了
■取扱店舗
サッポロライオンチェーン（一部店舗除く）
※店舗により、取り扱い商品が異なります。

ラブレ・ロワ ボージョレ・ヌーボー 2018 取扱い店舗 ※店舗により、取り扱い商品が異なります。
■北海道■ビヤホールライオン 狸小路店・銀座ライオン 大通地下街店・銀座ライオン 札幌パセオ店・YEBISU BAR
札幌アピア店・くつ炉ぎ・うま酒 かこいや すすきの店・ビヤケラー札幌開拓使・しゃぶしゃぶ専門店 しゃぶ十勝 す
すきの N プレイスビル店
■宮城■銀座ライオン 一番町店・くつ炉ぎ・うま酒 かこいや 仙台駅前店・サッポロビール 仙台ビール園
■長野■中華料理 翠香園 松本店
■首都圏■
◆銀座・有楽町◆ビヤホールライオン 銀座七丁目店・BEER＆WINE GRILL 銀座ライオン 銀座七丁目店 ・くつ炉ぎ・
うま酒 かこいや 銀座七丁目店・和食・うま酒 入母屋 銀座七丁目店・音楽ビヤプラザライオン 銀座店・銀座ライオ
ン GINZA PLACE 店・YEBISU BAR 銀座二丁目店・和食・うま酒 入母屋 ギンザ・グラッセ店・海鮮居酒屋おおーい
北海道 長万部酒場 銀座店・銀座ライオン LEO 銀座インズ店・YEBISU BAR 銀座コリドー街店・PRIVATE DINING
点 有楽町店
◆新橋・汐留◆銀座ライオン 新橋店・和食・うま酒 安曇野庵 新橋店・BIER KELLER TOKYO（ビヤケラー東京）新
橋店・ビヤダイニング銀座ライオン 汐留店
◆霞が関・虎ノ門◆くつ炉ぎ・うま酒 かこいや 霞が関ビル店・YEBISU BAR 霞が関コモンゲート店・銀座ライオン
霞が関コモンゲート店
◆東京・大手町◆銀座ライオン LEO 八重洲地下街店・銀座ライオン LEO TEKKO avenue 店・YEBISU BAR 黒塀横
丁店・くつ炉ぎ・うま酒 かこいや 丸の内二丁目店・GASTRO-PUB COOPERS 丸の内店・くつ炉ぎ・うま酒 かこい
や 丸の内 OAZO 店・銀座ライオン LEO 丸の内センタービル店・銀座ライオン 大手町ファーストスクエア店・銀座
ライオン 大手町ビル店・海鮮居酒屋 おおーい北海道 別海町酒場 新大手町ビル店
◆神田・秋葉原・上野・北千住◆銀座ライオン 秋葉原ラジオ会館店・くつ炉ぎ・うま酒 かこいや 秋葉原駅前店・銀
座ライオン 上野西郷会館・YEBISU BAR 上野の森さくらテラス店・銀座ライオン LEO 北千住店
◆品川・大崎◆銀座ライオン 品川インターシティ店・THE DUBLINERS' CAFE&PUB 品川店・北海道 留萌マルシェ 品
川イーストワンタワー店・銀座ライオン ゲートシティ大崎店・YEBISU BAR 大崎店・串天・鴨だしおでん そばえも
ん 大崎店・ワインハウス ピクニッククラブ 大崎ニューシティ店
◆羽田◆銀座ライオン 羽田空港店・銀座ライオン 羽田マーケットプレイス店
◆渋谷・恵比寿◆銀座ライオン 渋谷マークシティ店・THE DUBLINERS' CAFE&PUB 渋谷店・銀座ライオン アトレ
恵比寿店・惠比壽ビヤホール・銀座ライオン 恵比寿ガーデンプレイスグラススクエア店
◆青山・赤坂◆銀座ライオン 青山一丁目店・銀座ライオン 山王パークタワー店・THE DUBLINERS' IRISH PUB 赤
坂店・串天・鴨だしおでん そばえもん 青山一丁目店
◆新宿◆ビヤホールライオン新宿店・THE DUBLINERS' IRISH PUB 新宿店・ワイン食堂 ブルマーレ 新宿店・ジン
ギスカン ビヤホールライオン 新宿店・銀座ライオン安具楽 新宿店・パーティー個室 ライオン 新宿店・くつ炉ぎ・
うま酒 かこいや 新宿ユースビル店・銀座ライオン 新宿エルタワー店・和食・うま酒 入母屋 新宿エルタワー店・銀
座ライオン 新宿センタービル店・銀座ライオン安具楽 新宿センタービル店・YEBISU BAR 新宿アイランドタワー店
◆飯田橋・水道橋・御茶ノ水◆YEBISU BAR 神楽坂店・YEBISU BAR 東京ドームシティ店・YEBISU BAR 御茶ノ水
店
◆池袋◆THE KITCHEN 銀座ライオン ルミネ池袋店・くつ炉ぎ・うま酒 かこいや 池袋東口店・ビヤホールライオ
ン 池袋東口店・ビヤホールライオン 池袋西口店・THE DUBLINERS' IRISH PUB 池袋店
◆神奈川エリア◆ビヤホールライオン 相鉄店・銀座ライオン 横浜スカイビル店・BEER NEXT 横浜赤レンガ倉庫店・
GASTRO-PUB COOPERS 横浜赤レンガ倉庫店・YEBISU BAR キュービックプラザ新横浜店・YEBISU BAR 川崎ア
ゼリア店・ビヤレストラン 銀座ライオン 川崎駅前店・銀座ライオン 小田原トザンイースト店
◆千葉・埼玉・栃木◆サッポロビール 千葉ビール園・銀座ライオン LEO 大宮東口店・銀座ライオン LEO 川口店・銀
座ライオン さいたま新都心店・THE KITCHEN 銀座ライオン 東武宇都宮店・那須 森のビール園
■静岡・愛知■銀座ライオン アスティ静岡店・銀座ライオン 地下鉄名駅店・銀座ライオン LEO サカエチカ店・YEBISU
BAR 名駅店・PRIVATE DINING 点(ともる) 名駅太閤口店・CRAFT BEER KOYOEN（クラフトビヤ コウヨウエン）
KITTE 名古屋店・くつ炉ぎ・うま酒 かこいや 名駅三丁目店・くつ炉ぎ・うま酒 かこいや 名古屋伏見店・くつ炉ぎ・
うま酒 かこいや 名古屋金山店・そば割烹 安曇野庵 地下鉄名駅店・名古屋ビール園 浩養園
■京都・大阪■銀座ライオン 京都アバンティ店・銀座ライオン 京都四条烏丸店・YEBISU BAR 京都ヨドバシ店・銀
座ライオン 大阪ツイン 21 店・GARDEN TERRACE LION 立命館いばらきフューチャープラザ店・レストラン＆カフ
ェ 銀座ライオン DEPARTURE 関西国際空港店
■広島・博多■銀座ライオン 広島駅ビル店・銀座ライオン ekie 広島店・YEBISU BAR エキシティ広島店・銀座ライ
オン KITTE 博多店・YEBISU BAR 博多 1 番街店

報道関係の方
一般の方

以上
この件に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。
経営戦略部（広報担当）TEL：03-5447-6193 / E-mail：sln.kouhou@sapporo-lion.com
お客様相談センター

TEL：0120-848-136

