夏の信州ジビエと

ナガノワイン
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鹿革のクラフト体験

8.26・27 日 11-18 時
＠長野駅善光寺口駅前広場
●鹿革のクラフト体験
※数に限りがあります

●鹿革製品の展示
（バッグ、財布、ベビーシューズなど）

可燃（プラ含む）、資源（缶、ペッ
トボトル）それぞれの回収箱を

会場 4 カ所に設置しています。
ゴミの分別にご協力ください

殻つき焼き帆立／ 500 円

渡り蟹味噌焼き／ 800 円

厚切りベーコン／ 500 円

❷オステリア・ガット／ラ・ガッタ

❶

日替わりでライブがあ
ります。ワインととも
にお楽しみください

15:30- お楽しみ抽選会
17:30- ライブ

鹿肉レバーペースト／ 500 円
鹿肉テリーヌ／ 500 円

ナポリ直送 水牛モツァレラチーズと長野県

❽からあげセンター

産フルーツトマトのカップレーゼ／ 500 円

からあげ／ 500 円〜

信州野菜のカポナータ／ 500 円
信州野菜のピクルス／ 500 円
長野県産豚バラ肉のポルケッタ／ 1,000 円

遊具、砂場

【参加方法】

1 グラスとチケット（1 枚 100 円）を購入
2 ワインは種類によって価格が異なる
ト枚数を渡す
受付

水道

❾若穂自美恵（わかほジビエ）※物販
キーホルダー／ 2,900 円

信州牛スネ肉のシードル煮／ 700 円

チーズ盛り合わせ／ 800 円

5 チケットは換金不可、

❸

ただし1枚から購入可能

❹

❺

❻

信州夏野菜と鹿肉のキッシュ
みそ風味／ 600 円
鹿肉とフォアグラのテリーヌ／ 1000 円

6 ラストオーダーは 20 時 30 分、

鴨のコンフィ／ 700 円

ごゆっくりお楽しみください

❼

砂肝のコンフィ／ 500 円

❽

トリップのトマト煮込み
（自家製ライ麦パン付）／ 1000 円

グラスについて

若穂ジビエピザ／ 800 円

宇治金時かき氷／ 700 円

オードブル盛り合わせ／ 1500

使用できません

猪肉串焼き／ 500 円

コーヒー／ 300 円

❹シェマサ

4 料理は現金制、チケットは

鹿肉串焼き／ 500 円

自家製夏野菜のトマトピザ／ 800 円

ズッキーニとドライトマトの
キッシュ／ 700 円

ドリンク

ワイン・ビール・
日本酒・ジュース

❾山肉プロジェクト

信州産ブルーベリーと
練乳のかき氷／ 500 円

信州鶏モモ肉とラタトゥイユの
サンドイッチ／ 700 円

ためにもお使いください

鹿肉のトマトソース煮込み／ 500 円

❾ねこぽぽテラス

信州鹿のパテとポテトサラダの
サンドイッチ／ 700 円
おかわりの前にお飲み
ください。グラスを洗う

❷

ため、ワインブースで必要なチケッ

ワイン・ビール・
日本酒・ジュース

❾おもてなしイタリアン 和伊ん

信州産ルバーブと
マスカルポーネのかき氷／ 500 円

❸はすみふぁーむ
Shop&Cafe@上田柳町店

ドリンク

生ビールとジュース
はグラス不要。ドリ
ン ク チ ケ ットの み
で お 楽しみ い ただ
けます

信州産日本鹿のホットドッグ／ 600 円

小布施牛乳を使った
ゴルゴンゾーラチーズのムース／ 500 円

国産鶏むね肉のハム仕立て
塩レモンのソース／ 500 円

❾

❼シュタンベルク

／粉門屋仔猫

長野県産黒毛和牛炭火焼き／ 3,000 円

※NAC…長野県原産地呼称管理制度

ご購入いただいたグラスを持参
すると、2 日とも参加可能となり
ます。なお、グラスを破損あるい
は持参し忘れた場合は、グラスを
購入し直していただきます

紅ズワイ蟹／ 500 円

長野県産猪のバルサミコ煮込み／ 800 円

14:30- 100 名限定 NAC 認定ワイン 1 杯無料サービス抽選会

受付ブースで追加購入

❻しまんりょ Pod

焼き牡蠣／ 300 円

（ハーフポーションあり）

12 00-21 00（20:30 ラストオーダー）

3 チケットが足りない場合は

❶オイスタープリュス

●日本酒

59 醸（角口酒造店、丸世酒造店、西飯田酒造店、東飯田酒造店、沓掛酒造）酒／各蔵 60 ㎖ 400 円／ 5 蔵セット（各蔵 30 ㎖）700 円

❺ドラゴンフィッシュ

●生ビール

ミヤマブロンド、IPA、DPA、インディアンサマーセゾン（以上すべて志賀高原ビール）／各 600 円

生ハム・オリーブ・チーズの
盛り合わせ／ 700 円

●ジュース

ワイナリーのぶどうジュース、りんごジュース／各 300 円

パンコントマテ／ 500 円

ドッグガム／
S1,700 円・M2,300 円・L2,900 円
若穂ジビエクッキー／ 250 円

❾NPO 法人やればできる
ワインオープナー／価格未定

鹿ちゃんキーホルダー／ 540 円
シンプルキーホルダー／ 540 円
コースター 4 枚組／ 540 円
ブックカバー／ 5,000 円
しかちゃんブックマーカー／ 540 円

❾けもかわ project

共催／長野県、長野市、JR 東日本長野支社、信州ジビエ研究会、しなの鉄道

鹿革手袋／ S10,000 円・M12,000 円・
L13,000 円ほか

※赤字はジビエ料理です

バケットサンド／ 500 円

後援／信濃毎日新聞社、SBC 信越放送、NBS 長野放送、TSB テレビ信州、abn 長野朝日放送

※物販

けもかわストラップ／ 1,000 円

注意事項 ●会場内外で発生した事故・盗難等は主催側では一切責任を負いません●未成年者の飲酒ならびに飲酒運転は法律で禁止されています●公園内は禁煙です

主催／ NAGANO WINE 応援団運営委員会

※物販

ワインボトルバッグ／ 10,000 円

協力／マルヤマキャンバス、編集室いとぐち、OTTO&Ä

●=赤

桔梗ヶ原ワインバレー
アルプス

●ミュゼ・ドゥ・ヴァン 松本平ブラック
クイーン 2015 … 300 円／ 600 円
○ミュゼ・ドゥ・ヴァン 善光寺竜眼
2016 …………… 300 円／ 600 円
○★桔梗ヶ原ナイアガラ スパークリング
ワイン ………… 400 円／ 800 円
井筒ワイン

● NAC メルロー 樽熟 2015
…………………… 700 円／ 1,400 円
● NAC カベルネ･フラン 2016
…………………… 400 円／ 800 円
●♥ NAC コンコード氷搾 2014
………………… 600 円／ 1,200 円
○ NAC シャルドネ樽熟 2016
…………………… 700 円／ 1,400 円
○ NAC ソーヴィニヨン･ブラン 2016
…………………… 400 円／ 800 円
○♥ NAC ナイヤガラ氷搾 2014
………………… 600 円／ 1,200 円
サンサンワイナリー

*

●長野メルロー 2015
…………………… 700 円／ 1,400 円
○長野シャルドネ アンウッデッド 2014
…………………… 600 円／ 1,200 円
●マリコヴィンヤード ロゼ 2015
（メルローほか） …… 500 円／ 1,000 円
○★日本のあわ 長野シャルドネ
………………… 400 円／ 800 円

日本アルプスワインバレー
ノーザン・アルプス・ヴィンヤード

●メルロー オーク 2016
……………………… 600 円／ 1,200 円
●ピノ・ノワール LAB 2016
……………………… 600 円／ 1,200 円
○シャルドネ オーク 2016
…………………… 600 円／ 1,200 円
★クラフトシードル（ピンクレディ、ふじ）
………………… 300 円／ 600 円
安曇野ワイナリー

●メルロ ライトバレル 2015
…………………… 800 円／ 1,600 円
○シャルドネ シュール・リー 2015
…………………… 700 円／ 1,400 円
●メルロ ロゼ 2016 300 円／ 600 円
サントリー 塩尻ワイナリー

●ジャパンプレミアム 岩垂原メルロ
2010 …………… 1,300 円／ 2,600 円
●ジャパンプレミアム 塩尻メルロ 2013
…………………… 800 円／ 1,600 円
●ジャパンプレミアム 塩尻マスカット・
ベーリー A 2014 600 円／ 1,200 円
○ジャパンプレミアム 信州産シャルドネ
2016 …………… 600 円／ 1,200 円
●ジャパンプレミアム 塩尻メルロ ロゼ
2015 …………… 400 円／ 800 円
信濃ワイン

●信濃カベルネ・ソーヴィニヨン 2010
…………………… 1,000 円／ 2,000 円
●★スパークリング 赤 2014（コンコード）
…………………… 600 円／ 1,200 円
★信濃シードル 林檎六重奏 2015
（サンふじ、王林、シナノゴールド、シナノスイー
ト、秋映、紅玉）…

メルシャン

400 円／

800 円

●メルロ 樽熟成 2015
…………………… 700 円／ 1,400 円
○安曇野ソーヴィニヨン・ブラン 2016
…………………… 600 円／ 1,200 円
○★安曇野シャルドネ スパークリング
2014 ………… 700 円／ 1,400 円
★紅玉 シードル 2014
………………… 500 円／ 1,000 円
♥紅玉 デザート 2014
………………… 800 円／ 1,600 円
あづみアップル スイス村ワイナリー

○ドゥ・ジェム ソーヴィニヨン・ブラン
2016 …………… 400 円／ 800 円
○シャルドネ クレール 2013
…………………… 400 円／ 800 円
大和葡萄酒 四賀ワイナリー

●十二原メルロー 2015
…………………… 500 円／ 1,000 円
○★ハギースパーク シャルドネ 2015
………………… 700 円／ 1,400 円
○★ハギースパーク 竜眼 2016
………………… 400 円／ 800 円
★ハギー シードル 2016（ふじ）
………………… 400 円／ 800 円

○ = 白 ● = ロゼ

○エステート ブラン ドライ 2015

山辺ワイナリー

（ケルナー、ソーヴィニヨン・ブラン）

○ピノ・グリ 2015 700 円／ 1,400 円
○シャルドネ シュール・リー 2016
…………………… 400 円／ 800 円
○サン・セミヨン 2016
…………………… 400 円／ 800 円
大池ワイン

★ふじ シードル ドライ
………………… 400 円／ 800 円
★ふじ シードル スイート
………………… 400 円／ 800 円
★ル・リアン（メイポール）
………………… 400 円／ 800 円
うさうさのプチファーム

= りんご ◎ = その他 ★ = 泡

*

●渋田見ルージュ 2013（富士の雫）
…………………… 500 円／ 1,000 円
○大町ケルナー 2015
…………………… 300 円／ 1,600 円

天竜川ワインバレー
伊那ワイン工房

●富士の雫 2016 … 500 円／ 1,000 円
○シャルドネ 2015 600 円／ 1,200 円
○ナイアガラ 2015 400 円／ 800 円
信州りんごワイン 2016（シナノゴールド）
…………………… 400 円／ 800 円
信州まし野ワイン

●山葡萄 2015 …… 500 円／ 1,000 円
○信濃リースリング 2016
…………………… 400 円／ 800 円
○ナイアガラ 2016 300 円／ 600 円
●キャンベル 2016 300 円／ 600 円
★ピオニエ シードル 2016
………………… 400 円／ 800 円

千曲川ワインバレー
たかやしろファーム

●カベルネ・ソーヴィニヨン 2011
…………………… 700 円／ 1,400 円
●ツヴァイゲルトレーベ 2012
…………………… 400 円／ 800 円
○ケルナー 2014 … 400 円／ 800 円
○シェンブルガー … 400 円／ 800 円
○リースリング ドライ 2015
…………………… 400 円／ 800 円

…………………… 300 円／ 600 円
●プレミアム ロゼ カベルネ・フラン
2016 …………… 400 円／ 800 円
★志賀高原山麓 シードル 2016 辛口
………………… 400 円／ 800 円
★志賀高原山麓 シードル 2016 甘口
………………… 400 円／ 800 円
サンクゼールワイナリー

● ENA 2014（メルロー、カベルネ・ソーヴィニ
ヨン、コンコード、シラー）400 円／ 800 円
○長野シャルドネ 2015
…………………… 700 円／ 1,400 円
★いいづなシードル 2016（ブラムリー、
ふじ）…………… 400 円／ 800 円
★シードル 田窪恭治氏作
飯綱町りんごラベル 2016（ふじ）
………………… 400 円／ 800 円
信州たかやまワイナリー

○シャルドネ 2016 600 円／ 1,200 円
○ソーヴィニヨン・ブラン 2016
…………………… 600 円／ 1,200 円
楠わいなりー

●パッサージュ・ルージュ 2013（カベルネ・
ソーヴィニヨン、メルロー、カベルネ・フラン）

…………………… 500 円／ 1,000 円
○シャルドネ 2015 樽熟成
…………………… 900 円／ 1,800 円
○日滝原 2016（セミヨン、ソーヴィニヨン・
ブラン）…………… 700 円／ 1,400 円
○★吉祥 ブラン・ド・ブラン（シャルドネ）
………………… 900 円／ 1,800 円
西飯田酒造店

○信州の地ワイン メローズ（ナイアガラ）
…………………… 300 円／ 600 円
○信州の地ワイン メローズ（リースリング）
…………………… 500 円／ 1,000 円
シナノゴールド アップルワイン
……………………… 300 円／ 600 円
アルカンヴィーニュ

●ブラック・クイーン 500 円／ 1,000 円
●ルージュ（メルロー、ブラッククイーン、
スチューベン）……… 400 円／ 800 円
○シャルドネ 2016 500 円／ 1,000 円
★ゆずシードル（ふじ、ゆず）
……………………… 300 円／ 600 円

♥ = 極甘口

シングル（60㎖）/ ダブル（130㎖）

サッポロビール グランポレール勝沼ワイナリー

ヴィラデストワイナリー

●タザワ メルロー 2014
…………………… 1,000 円／ 2,000 円
○ヴィニュロンズリザーブ シャルドネ
2016 …………… 1,000 円／ 2,000 円
○ソーヴィニョン・ブラン 2016
…………………… 700 円／ 1,400 円
★シードル（ふじ）… 400 円／ 800 円
はすみふぁーむ

●メルロ 2016 …… 600 円／ 1,200 円
○信州の甲州 2016 600 円／ 1,200 円
○ナイアガラ ドライ 400 円／ 800 円
★シードル ……… 300 円／ 600 円
リュード ヴァン

●カベルネ・ソーヴィニヨン 2016
…………………… 900 円／ 1,800 円
●レザミコレクション鶴部メルロー 2016
…………………… 700 円／ 1,400 円
○シャルドネ 2016 900 円／ 1,800 円
●★巨峰スパークリング
………………… 600 円／ 1,200 円
★ポム・ドール（ふじ）600 円／ 1,200 円

●ソラリス 信州カベルネ･ソーヴィニヨ
ン 2013 ………… 1,000 円／ 2,000 円
●ソラリス 信州千曲川産メルロー 2013
…………………… 1,000 円／ 2,000 円
○★ソラリス 信州シャルドネ メトッド
･トラディッショネル・ブリュット
2009 ………… 1,400 円／ 2,800 円
○♥ソラリス 信濃リースリング クリオ
エクストラクション 2015
………………… 1,000 円／ 2,000 円

*

★シードル 辛口
のらのらファーム

400 円／ 800 円

*

はねげん 羽生田果樹園

*

★田舎風 発泡シードル 極辛口 2015
（ふじ） …………… 500 円／ 1,000 円
Wa Yawata

*

○ソーヴィニヨン・ブラン 2015
…………………… 600 円／ 1,200 円
○シャルドネ 2015 600 円／ 1,200 円
◎★ポワレ 2015（洋ナシ）
…………………… 500 円／ 1,000 円
Vino della Gatta

*

オードリーファーム

*

●山ぶどうワイン 辛口 2014
…………………… 700 円／ 1,400 円
●山ぶどうワイン やや甘口 2016
…………………… 600 円／ 1,200 円
ぼんじゅーる農園

*

●鞍掛ルージュ ピノ・ノワール 2016
…………………… 700 円／ 1,400 円
○鞍掛祢津ブラン ピノ・ノワール 2016
…………………… 700 円／ 1,400 円
シクロヴィンヤード

*

★ La Nora 2016（シナノスイート、紅玉）
…………………… 400 円／ 800 円
角田酒店

*

●グランポレール安曇野池田
ヴィンヤード メルロー 2014
…………………… 900 円／ 1,800 円
●グランポレール長野 メルロー＆
カベルネ 2014 … 400 円／ 800 円
○グランポレール安曇野池田ヴィンヤー
ド ソーヴィニヨン・ブラン 2015
…………………… 900 円／ 1,800 円
○グランポレール長野 シャルドネ 2015
…………………… 400 円／ 800 円

●坂城カベルネ・ソーヴィニヨン 2016
…………………… 700 円／ 1,400 円

マンズワイン 小諸ワイナリー

̶里山農園

* ぶどうまたはりんご栽培のみ

●信州須坂 蔵の町ワイン メルロー
2014 …………… 600 円／ 1,200 円
○信州須坂 蔵の町ワイン シャルドネ
笠鉾 2014 ……… 600 円／ 1,200 円

*

●アマンダ メルロー 600 円／ 1,200 円
●パシュート アルモノワール
…………………… 600 円／ 1,200 円
○パシュート シャルドネ
…………………… 600 円／ 1,200 円
○パシュート ソーヴィニヨン・ブラン
…………………… 600 円／ 1,200 円
中棚荘

*

●中棚メルロー 2016
…………………… 700 円／ 1,400 円
○中棚シャルドネ 2015
…………………… 700 円／ 1,400 円
※数に限りがございますので、売切れの場合はご了承ください

