
ニュースリリース    

2018 年 10月 4 日 

株式会社テレビ東京ダイレクト 

 

 
              

              ×        初のコラボ企画︕ 
 

「フランスとイタリアを巡るワイン頒布会」10 月 8 日（月）スタート 

〜 BS テレ東『おいしい旅、みつけた。』10 月 8 日のスペシャル番組にてご紹介 〜 

 

テレビ通販事業を手掛ける株式会社テレビ東京ダイレクト（本社：東京都港区、代表取締役社長：遠藤孝一、以

下テレビ東京ダイレクト）は高品質スーパーを展開する株式会社成城石井（本社：神奈川県横浜市、代表取締役

社長：原昭彦、以下成城石井）との共同企画「フランスとイタリアを巡るワイン頒布会」を来週 10 月 8 日（月）

から開始します。「ワインを１から学びたい。でも、ちょっと難しそう・・・」そんな視聴者や消費者の声にお

応えするべく誕生したのが今回の企画。BS テレ東『おいしい旅、みつけた。』（毎週月曜日 午後 5 時 58 分～

午後 6 時 55 分）の 10 月 8 日（月）放送分は、フランス、イタリアにおいしいワインを見つけに行く旅。さら

に、ワインの品質とその品揃えに定評がある成城石井の、凄腕バイヤーがセレクトした上質なワインの数々を

番組内でたっぷりとご紹介します。これらの厳選されたワインを 12 ヶ月にわたって毎月 2 本ずつ、ワインにピ

ッタリ合うおつまみや、手軽にワインのことが学べるテキストと一緒に、送料無料のクール便にてご自宅へお

届けいたします。 

 

■BS テレ東『おいしい旅、みつけた。』では、世界のワインの 2 大産地、フランスとイタリアへ 

番組取材班は、ワインの生産量で世界トップクラスのフランスへ。まず、訪れたのはボルドー地方にある「シャ

トー モン・ペラ」。高品質ながら高コストパフォーマンスであると、漫画「神の雫」で一躍有名となったワイン

で、シャトーでは限られた生産量の葡萄により大切に製造されています。15 年来の深い関係がある成城石井を

通じて、今回番組向けに「シャトー モン・ペラ」を出荷、販売します。 

また、もう一つ、ワイン産地として名高いブルゴーニュ地方では、ピノ・ノワール種やシャルドネ種のワイン

に定評のある「ドメーヌ クロワ・サン・ジャック」を取材。ミシュラン 2 つ星を持つ地元レストランでも提供

されている、「クロワ・サン・ジャック」の魅力に迫ります。 

さらに、イタリアでは優れた生産者が多いとされる「キャンティ クラシコ」を手掛けるワイナリーの「カステ

ラーニ」から「カステラーニ キャンティ クラシコ リゼルヴァ」を紹介します。 

 

■「フランスとイタリアを巡るワイン頒布会」では、成城石井が厳選した高品質ワインを毎月 2 本ずつお届け 

月々5,980 円（税抜）で、成城石井のバイヤーが厳選したワインを毎月 2 本、送料無料のクール便にてお届けい

たします。「ボルドー赤 2 大ブドウ品種」「桜の季節のロゼ飲み比べ」など毎月のテーマが決まっているので、

ワインを飲み慣れた方から、「どれを飲んでいいのか、わからない」といった初心者まで、魅力的なセットとな

っています。そして、ワインの魅力を楽しんでいただくために、毎月のワインにぴったりと合う「成城石井こだ

わりのおつまみ」もセットでお届け。例えば、フランス・ブルゴーニュのワインには「熟成ブリーチーズ」、イ

タリア・トスカーナのワインには「生ハム」など、ワインと食を知り尽くした成城石井だからこそのラインナッ

プです。さらに、毎月お届けするワインには、読むとワインの知識が手軽に身につくテキストも付いてきます。

ワインに関する疑問も解消するだけではなく、お届けを重ねる度にワイン通へと導いていきます。 
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■番組には、ガダルカナル・タカさんと橋本志穂さん夫妻が登場！ 

BS テレ東『おいしい旅、みつけた。』10 月 8 日（月）放送のナビゲーターにはガダルカナル・タカさんと橋本

志穂さん夫妻を起用。珍しいツーショットでの登場です。「ワインはあまり詳しくない」という二人が成城石井

のバイヤーに知識を学びながら、ワインのおいしさに目覚めていきます。「毎月 2 本ワインが届く幸せ」を実感

しながら、夫婦仲を見つめなおす二人。軽妙な掛け合いも見逃せません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜番組について＞ 

番組名  『おいしい旅、みつけた。』 

放送局  BS テレ東（BS７ｃｈ）＜全国無料放送＞ 

初回放送 2018 年 10 月 8 日（月） 午後 5 時 58 分～午後 6 時 55 分 

出演   ガダルカナル・タカ 橋本志穂 

番組 HP  http://www.toranomon-ichiba.com/broadcast/bsrg.html 

 

＜成城石井について＞ 

「世界の食品を世界の街角の価格で」お届けする、食にこだわる人のためのライフスタイルスーパーマーケット

として、首都圏を中心に 160 を超える店舗を展開。成城石井が自社で直輸入したワイン、チーズ、生ハム、菓子

など、日本と世界からこだわりのある選りすぐりの食を取り揃えています。 
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■「フランスとイタリアを巡るワイン頒布会」お届け予定のワイン及びおつまみ 

 

※仕入れの状況により、内容が変更される場合があります。 

※頒布会は 2018 年 10 月より開始しますが、何月からでもスタートは可能です。ご注文いただきました月から 

 1 年にわたって 12 回、ワイン、おつまみ、テキストをセットでお届けします。 

 

＜会社概要＞ 

社名   株式会社テレビ東京ダイレクト 

所在地  〒105-0001 東京都港区虎ノ門 4-3-12 日経虎ノ門別館 3F 

代表者  代表取締役社長 遠藤孝一 

設立   1994 年 12 月 

URL   http://tx-direct.co.jp/ 

 

＜お問い合わせ先＞ 

テレビ東京ダイレクト 通販事業部 進藤・米村 TEL:03-5401-0220  E-mail: koho@txshop.jp 

月 商品名 規格 商品名 規格

CH モン・ペラ 750ml

イニャトゥース カベルネ・ソーヴィニヨン 750ml

カーブ・ド・ジュリエナス ボージョレ ヴィラージュ ヌーヴォ 750ml

ヴァン ヌーヴォ シラー 750ml

シャンパーニュ  ジョセフ デプロワ 750ml

ジャクリーヌ ブリュット 750ml

クロワ・サン・ジャック ブルゴーニュ ピノ ノワール 750ml

クロワ・サン・ジャック ブルゴーニュ シャルドネ 750ml

CH ラヴェリエール ルージュ 750ml

プレミアム CH ラヴェリエール 750ml

シルレ ロゼ ル タンデフルール 750ml

ジャクリーヌ ブリュット ロゼ 750ml

ロヴェルシ バローロ 750ml

カステラーニ キャンティ クラシコ リゼルヴァ 750ml

フェラリーニ ランブルスコ 750ml

ゾーニン プロセッコ 750ml

クイーン モン・ペラ ルージュ 750ml

アッサンブラージュ ルージュ レゼルヴ 750ml

クイーン モン・ペラ ブラン 750ml

シルレ テール ブランシュ 750ml

CH ギショ ブラン 750ml

アケオ カヴァ ブリュット 750ml

CH ボーモン 750ml

CH ギショ 750ml
12回目

1回目

2回目

おつまみ

成城石井 燻製ミックスナッツ

ペール オリーブ オリーブ&チーズ

フェラリーニ パルミジャーノレジャーノ24ヶ月熟成

ワイン

3回目

4回目

5回目

サポーリ ディ イタリア プロシュート ディ パルマ
スライス

成城石井 枝付レーズン 手摘み

サポーリ ディ イタリア プロシュート クルード
 スライス

成城石井 ナポリタンチョコレート

11回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

成城石井 無塩クルミ

トルコ産 スミルナ種白いちじく(新物)

成城石井 スモークサーモンスライス

マダマ・オリヴァ シシリー産 グリーンオリーブ
種抜き

フランス 熟成ブリー

150g

270g

150g

約180g

150g

180g

95g

200g

100g

120g

145g

150g


