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                           ２０１６年１０月５日  

 “みやざきワイン”推進実行委員会 

イオンリテール株式会社 

 

 

２０１６ MIYAZAKI WINE NOUVEAU 

みやざきワインヌーヴォー２０１６年１０月１５日（土）解禁！ 
関東でも同時解禁！イオンスタイル幕張新都心で解禁イベント開催 

 

 

 「オール宮崎を結集し、“みやざきワイン”推進を成功させる」ことを目的とし設立された

“みやざきワイン”推進実行委員会（会長：米良 充典 副会長：柴田 祐司）は、宮崎県の

４つのワイナリーによる今年の新酒を２０１６年１０月１５日（土）に解禁いたします。 

 

 “みやざきワイン”推進実行委員会は、宮崎商工会議所連合会、宮崎県商工会連絡会、宮

崎商工会議所や地元企業総勢２２社が参加して、『“みやざきワイン”の販売促進を通し、「じ

もの・地元」にこだわり、宮崎の“いいもの”を発信し、地元宮崎に貢献する』をコンセプ

トにオール宮崎が一丸となって、解禁日の成功に向けてさまざまな取組みを進めております。 

 

 取組みの一例として、商品部会では都農ワイナリー「都農ファームカフェ」、五ヶ瀬ワイナ

リー「雲の上レストラン」のそれぞれの人気料理を参考に、各ワイナリーのワインを使用し

たお惣菜を九州のイオン７２店舗※１にてご提案いたします。販促部会では推進実行委員会へ

ご参加いただいている企業にお勤めの皆さまによる「女子会パーティー」をテーマにしたコ

マーシャルを制作し、解禁日への期待度を高めていきます。観光部会では“みやざきワイン”

と観光をセットにした企画を立案し、旅行を通して宮崎県の素晴らしさをアピールする試み

を実施いたします。 
※１イオン有家店・イオン錦店・イオンプラザ大島店での取扱いはございません。 

 

 また、イオン九州株式会社が進める「地元ＡＥＯＮ ＰＲＯＪＥＣＴ」の一環として本年は

九州７県のイオン７３店舗※２に加え、更なる販路拡大を目的とし、グループ企業のイオンリ

テール株式会社を通じて、東京・イオン東雲店、千葉・イオンスタイル幕張新都心、埼玉・

イオンスタイルレイクタウンにて販売をいたします。また、イオンスタイル幕張新都心では

宮崎県河野知事をお招きし“みやざきワイン”ヌーヴォー解禁イベントを開催する他、九州

ではイオン宮崎店、イオン福岡店にて解禁記念セレモニーを開催いたします。本年度は昨年

度の約２倍にあたる約２５，０００本の販売を予定しております。 
※２イオン有家店・イオン錦店での取扱いはございません。 

 

 なお、「平成２８年熊本地震」により、熊本県では未だ多くの方々が非常に困難な状況のな

か復興に取組んでおられます。“みやざきワイン”推進実行委員会では熊本県の早期復興を願

い、今回の取組みを通じて解禁日から約１ヶ月間の“みやざきワイン”の売上金額の一部を 

熊本県へ寄付いたします。 
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◆セレモニー概要 イオンモール幕張新都心 
日 程：１０月１５日（土） 

時 間：１１：００～１１：５０ 

場 所：イオンモール幕張新都心 イオンコート 

ご来賓：宮崎県知事 河野 俊嗣 さま（ご来賓挨拶） 

    宮崎商工会議 会頭 米良 充典 さま 

    雲海酒造株式会社綾ワイナリー 東京支店長 清水 友二 さま 

    株式会社都農ワイン 取締役  中井 努 さま 

主催者：イオンリテール株式会社 代表取締役社長 岡崎 双一 

内 容：主催者挨拶、ご来賓挨拶、ソムリエによるみやざきワインの紹介など 

 

◆セレモニー概要 イオン宮崎店 

日 程：１０月１５日（土） 

時 間：１１：００～１１：５０ 

場 所：イオンモール宮崎 ウエストコート 

ご来賓：宮崎県商工観光労働部長 中田 哲朗 さま（ご来賓挨拶） 

    都城市 副市長 児玉 宏紀 さま 

    綾町 町長 前田 穣 さま 

    五ヶ瀬町農林課農林振興グループ長 菊池 光一郎 さま 

    都農町 町長 河野 正和 さま 

    宮崎商工会議所 副会頭 手塚 剛一 さま 

    ＪＡ尾鈴ブドウ部会長 新名 正幸 さま 

    雲海酒造株式会社綾ワイナリー 常務取締役 川越 隆憲 さま 

    五ヶ瀬ワイナリー株式会社 総務課係長 藤本 和秀 さま 

    株式会社都城ワイナリーファーム 代表取締役 狩野 祐一 さま 

主催者：イオン九州株式会社 代表取締役社長 柴田 祐司 

    イオン九州株式会社 東九州事業部長 内田 守 

    イオン宮崎店店長 河野 裕利 

    イオンモール宮崎ＧＭ 藤本 康久 

内 容：主催者挨拶、ご来賓挨拶、ソムリエによるみやざきワインの紹介、抽選会など 

 

◆セレモニー概要 イオン福岡店 

日程：１０月１５日（土） 

時間：１１：００～１２：３０ 

場所：イオンモール福岡 イーストコート 

ご来賓：宮崎県副知事 内田 欽也 さま（ご来賓挨拶） 

    都城市商工観光部長 中島 幸二 さま 

    綾町 副町長 向井 好美 さま 

    宮崎商工会議所 副会頭 矢野 憲男 さま 

    株式会社都農ワイン 代表取締役社長 小畑 暁 さま 

    雲海酒造株式会社綾ワイナリー 福岡支店長 宮村 元紀 さま 

    五ヶ瀬ワイナリー株式会社 常務取締役支配人 宮野 恵 さま 

    株式会社都城ワイナリーファーム 取締役 山内 正行 さま 

主催者：イオン九州株式会社 取締役ＧＭＳ・ＳｕＣ事業本部長 長崎 正志 

    イオン九州株式会社 中福岡事業部長 田口 喜和子 

    イオン福岡店店長 赤野 利信 

    イオンモール福岡ＧＭ 上春 俊郎 

内 容：主催者挨拶、ご来賓挨拶、劇団ルアーノデルモーズによる演劇、各市町村代表に

よるご挨拶と抽選会、みやざきワインにあうレシピの紹介、ウェルカムパーティ

ー、神楽披露など 
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http://gokase-winery.com/ 

 
http://www.tsunowine.com/ 

 

http://www.bonchi.jp/wine/ 

 

http://kuramoto-aya-shusennomori.jp

/shisetsu/winery.html 

 

 
～五ヶ瀬ワイナリー～ 

五ヶ瀬町産１００％ 

フレッシュでみずみずしい 

新酒が完成しました。 

 
左：デラウエア白 720ｍｌ 
  1,468円（税込） 
右：ナイアガラ白 720ｍｌ 
  1,728円（税込） 

 
 

～都城ワイナリー～ 

都城の地元グルメに合う 

ワインを甘口、辛口の赤 

でお届けします。 
左：シンモエ 2016 

赤 720ｍｌ 
  1,600円（税込） 
右：シンモエドライ 2016 

赤（辛口）720ｍｌ 
  1,600円（税込） 

 

～綾ワイナリー～ 

注目は「はちみつぶどう」 

と呼ばれるブラックオリン 

ピアの新酒です。 

 
左：デラウエア白 720ｍｌ 
  1,296円（税込） 
右：ブラックオリンピア 
  白 720ｍｌ 
  2,160円（税込） 

～都農ワイナリー～ 

微炭酸が残るフレッシュ 

な新酒は、世界が認める 

極上の味わいです。 
左：キャンベル・アーリー 
  ロゼ 750ｍｌ 
  1,598円（税込） 
右：マスカット・ベリーＡ 
  赤 750ｍｌ 
  1,598円（税込） 

※地域、店舗によって取扱い商品、価格が異なる場合があります。 

http://gokase-winery.com/
http://www.tsunowine.com/
http://www.bonchi.jp/wine/
http://kuramoto-aya-shusennomori.jp/shisetsu/winery.html
http://kuramoto-aya-shusennomori.jp/shisetsu/winery.html
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◆“みやざきワイン”推進実行委員会参加企業へお勤めの皆さまによるヌーヴォーフェアの 

ＣＭは、宮崎みんなのポータルサイトｍｉｔｅｎ（ミテン）にて視聴できます！ 

☞ http://www.miten.jp/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◆フェニックス・シーガイア・リゾートではシ

ェラトン・グランデ・オーシャンリゾートのレ

ストランで“みやざきワイン”に合う特別メニ

ューの提供のほか、新酒ワインの販売など、さ

まざまなワイン企画をご用意しております。 

 
 

 

☞ http://www.seagaia.co.jp/special/winenouveau/ 
 

 

◆宮交観光ではみやざきワインヌーヴォーフェ

ア２０１６記念ツアーとして「五ヶ瀬ワイナリ

ーレストラン『雲の上のぶどう』と椎葉平家ま

つり２０１６」を発売いたします。宮崎県椎葉

村に伝わる平家方鶴富姫と源氏方那須大八郎の

伝説に基づき、当時の様子を再現した豪華絢爛

な「大和絵巻武者行列」と五ヶ瀬ワイナリーで

ワインとお食事をお楽しみいただけます。 

☞ http://www.miyakoh-kanko.com 
 

 

◆イオン九州のお取り寄せサイトイーストアにて全国配送を承ります。 

お申し込み期間：１０月１０日（月・祝）１５時まで 

お 届 け 期 間：１０月１６日（日）～１８日（火） 
        ※一ヵ所お届けお買上げ合計税込５，０００円以上は送料無料。 

          ※お届け日の指定は承っておりません。  

      ☞ http://www.aeon-kyushu.com/ 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.miten.jp/
http://www.seagaia.co.jp/special/winenouveau/
http://www.miyakoh-kanko.com/
http://www.aeon-kyushu.com/
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◆「みやざき」ならではのフルーティなワインと「みやざき」のおいしい食材のマリアージ

ュをお楽しみください。 

日時：２０１６年１１月４日（金） 

   受付：１７：３０～ 開宴：１８：００～ 

 

会場：シーガイアコンベンションセンター４階「天瑞（てんずい）」 

   住所：宮崎市山崎町浜山 

 

会 費：８，０００円（先着３００名様） 

申込締切：２０１６年１０月２１日（金） 

     ※３００名さまに達し次第、受付を終了させていただきます。 

特 典：シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート 特別宿泊プラン 

    （お一人さま１泊朝食付） 

     シングルユース￥１６，２００（税込） 

     ツイン￥１０，８００（税込） 

     トリプル￥９，０００（税込） 

お問合せ：電話 ０９８５-２１-１１６６（９：００～１７：００） 

 

 

 
宮崎県商工会議所連合会・宮崎県商工会連合会・宮崎商工会議所・宮崎県物産貿易振興センター・

みやざき観光コンベンション協会・宮崎県経済農業協同組合連合会・宮崎県漁業協同組合連合会・

宮交ホールディングス・宮崎カーフェリー・フェニックス・シーガイア・リゾート・都農ワイナ

リー・綾ワイナリー（雲海酒造）・五ヶ瀬ワイナリー・都城ワイナリー・新酒販・錦屋商事・宮崎

日日新聞社・宮崎放送・テレビ宮崎・エフエム宮崎・ワークショップ・イオン九州 
（敬称略・順不同） 

 

後援 
 

宮崎県・宮崎市・都城市・綾町・都農町・五ヶ瀬町・宮崎県商工会議所連合会・宮崎県商工会連

合会・宮崎商工会議所・都城商工会議所・宮崎県物産貿易振興センター・みやざき観光コンベン

ション協会・都農ワイナリー・綾ワイナリー（雲海酒造）・五ヶ瀬ワイナリー・都城ワイナリー・

宮崎日日新聞社・宮崎放送・テレビ宮崎・エフエム宮崎 
（敬称略・順不同）） 

 

 

 


