
ヘレンベルガーのワインが買える店

北海道

店名 住所 電話番号 形態

ワインの寿屋 北海道札幌市中央区南二条西２４－１－１　しんかわコーポ裏参道１Ｆ 011-611-3381 ワインショップ

グランヴァンセラー 北海道札幌市中央区南四条西４　すすきのラフィラB２F 011-531-7777 ワインショップ

オーガリ （わしづ） 北海道札幌市中央区南四条西５－１０　第４藤井ビル１Ｆ 011-207-5200 リカーストア

スペシャルワインショップ　カーブ 北海道札幌市手稲区手稲本町２条２－４－２０　フェスタ本町Ⅱ 011-684-8222 ワインショップ

酒本商店 北海道室蘭市祝津町２－１３－７ 0143-27-1111 酒販店

みのや 北海道函館市昭和１－２６－２３ 0138-43-0020 酒販店

越前屋 北海道函館市万代町１６－２５ 0138-41-0071 酒販店

河井商店 北海道旭川市３条通６丁目右１０号 0166-22-2664 酒販店

ワインショップ イノウエ 北海道帯広市西三条南１０－１０ 0155-23-6161 酒販店

ひこやちや 北海道釧路市緑ケ岡５－２６－２４ 0154-65-1617 ワインショップ

空知ワインステーション 北海道岩見沢市四条東１－６－１  北海道グリーンランドホテルサンプラザ 0126-25-8825 ワインショップ

東北

店名 住所 電話番号

中居酒店 青森県三沢市中央町２－８－５ 0176-53-2061 酒販店

柳田酒店 青森県弘前市親方町３２－１ 0172-32-1721 酒販店

吟の酒 きぶね 岩手県盛岡市本宮１－７－２２ 019-681-4330 酒販店

World Liquor CAT＆DOG 本店 岩手県盛岡市開運橋通１－３８ 019-624-2214 酒販店

鈴木金七商店 秋田県男鹿市船越字寺後４－１０ 0185-35-3626 酒販店

藤崎百貨店 宮城県仙台市青葉区一番町３－２－１７ 022-261-5111 百貨店

ケヤキ 宮城県仙台市青葉区中央１－１－１ 022-212-5233 地酒とワインの店

ヴァンエボヌール 宮城県仙台市青葉区国分町２－６－１８　２Ｆ 022-227-5311 ワインショップ

カーブドヴァン追分 福島県福島市太田町１５－１４ 024-533-2336 酒販店

関東

店名 住所 電話番号

伊勢丹本店 東京都新宿区新宿３－１４－１ 03-3352-1111 百貨店

京王百貨店新宿店 東京都新宿区西新宿１－１－４ 03-5321-5013 百貨店

東急百貨店本店 東京都渋谷区道玄坂２－２４－１ 03-3477-3582 百貨店

東急百貨店東横店 東京都渋谷区渋谷２－２４－１ 03-3477-4308 百貨店

ワインマーケットPARTY恵比寿店 東京都渋谷区恵比寿４－２０－７　恵比寿ガーデンプレイス 03-5424-2580 ワインショップ

ブテイユ 東京都渋谷区鶯谷町１８－８－２０１ 03-6455-0285 ワインショップ

ワインショップ & ダイナー FUJIMARU　浅草橋店東京都中央区東日本橋２－２７－１９　 Sビル２F 03-5829-8190 ワインショップ＆ダイニング

リカーショップ宮田屋 東京都中央区八丁堀３－２２－１０ 03-3551-4538 酒販店

銀座カーブ・フジキ 東京都中央区銀座４－７－１２ 03-6228-6111 ワインショップ



カーヴ・ド・リラックス 東京都港区西新橋１－６－１１ 03-3595-3697 ワインショップ

日進ワールドデリカテッセン 東京都港区東麻布２－３４－２ 03-3583-4586 スーパーマーケット

マスモト 東京都港区虎ノ門１－７－６ 03-3501-2810 酒販店

紀ノ国屋　等々力店 東京都世田谷区等々力７－１８－１ 03-3704-7515 スーパーマーケット

Anyway Grapes 東京都世田谷区赤堤４－４８－７　３Ｆ 03-6379-0846 ワインショップ

ASAHIYA　WINE　CELLAR 東京都練馬区旭ヶ丘１－５６－２ 03-3951-6020 ワインショップ

清澄白河　フジマル醸造所 東京都江東区三好２－５－３ 03-3641-7115 ワインバー

西武池袋本店 東京都豊島区南池袋１－２８－１ 03-3981-0111 百貨店

伊勢丹立川店 東京都立川市曙町２－５－１ 042-525-1111 百貨店

伊勢丹府中店 東京都府中市宮町１－４１－２ 042-334-1111 百貨店

リカー・ポート蔵家 東京都町田市木曽西１－１－１５ 042-793-2176 酒販店

東急百貨店日吉店 神奈川県横浜市港北区日吉２－１－１ 045-560-1562 百貨店

東急百貨店たまプラーザ店 神奈川県横浜市青葉区美しが丘１－７ 045-903-2406 百貨店

浅野商店 神奈川県横浜市青葉区藤が丘２－４－５ 045-973-3266 酒販店

横浜君嶋屋 神奈川県横浜市南区南吉田町３－３０ 045-251-6880 酒販店

伊勢丹相模原店 神奈川県相模原市 南区相模大野４－４－３ 042-740-1111 百貨店

Rocks off 神奈川県藤沢市鵠沼石上２－１１－１６ 0466-24-0745 ワインショップ

へいわ 神奈川県藤沢市鵠沼海岸５－１１−２９ 0466-33-4711 ワインショップ

そごう大宮店 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－６－２ 048-646-2111 百貨店

雪乃屋　こぐれ酒店 埼玉県所沢市北野南１－１－６ 04-2948-1639 酒販店

山仁酒店 栃木県宇都宮市川田町８９０－２ 028-633-4821 酒販店

WINE HOUSE 群馬県太田市東本町２３－３３ 0276-26-1226 ワインショップ

仲沢酒店 群馬県高崎市八千代町１－１２－４ 027-323-1621 酒販店

エスポアとびた 茨城県水戸市元山町１－３－３４ 029-221-4762 酒販店

マルゲンミート 茨城県つくば市並木３－２６－２７ 029-851-2339 精肉店＆ワイン

そごう千葉店 千葉県千葉市中央区新町１０００ 043-245-2111 百貨店

いまでや 千葉県千葉市中央区仁戸名町７１４－４ 043-264-1200 酒販店

小田商店 千葉県千葉市若葉区千城台南４－４－１ 043-237-8289 酒販店

リカーショップSOL 千葉県千葉市美浜区真砂４－２－６　フェリアイズミヤＢ１ 043-278-4550 酒販店

酒のデパート ワイン館 千葉県八千代市勝田台北１－２－８　いなほビル１Ｆ 047-406-5524 酒販店

セブンイレブン津田沼店 千葉県習志野市津田沼６－１３－９ 047-452-0121 コンビニエンスストア

長谷部酒店 山梨県大月市猿橋町猿橋２００ 0554-22-0548 酒販店

東海

店名 住所 電話番号

酒舗よこぜき 静岡県富士宮市朝日町１－１９ 0544-27-5102 酒販店

平野酒店 静岡県浜松市中区中島２－４－１ 053-461-2895 酒販店

ワインブティック　パニエ　佐鳴台本店 静岡県浜松市中区佐鳴台４－３８－２８ 053-543-7711 ワインショップ

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祢１２００ 053-489-6145 ワインショップ

伊東酒店 静岡県焼津市保福島１１３５ 054-628-4030 酒販店



三越名古屋栄店 愛知県名古屋市中区栄３－５－１ 052-252-3703 百貨店

マルコホール 愛知県名古屋市中区錦３ー４－１５　ヒグチビルディング１Ｆ 052-961-8865 酒販店

スタンドフォー 愛知県名古屋市中村区名駅２－２８－５　ナカムラビル１Ｆ 052-588-5881 ワインショップ

泉屋 愛知県名古屋市緑区鳴海町作町２７－２ 052-621-0027 酒販店

中野酒店 愛知県名古屋市昭和区白金１－１５－９ 052-881-3447 酒販店

丸又商店 愛知県名古屋市千種区京命１－８－７ 052-771-1605 酒販店

酒の森田屋 愛知県豊橋市東脇３－１－１７ 0532-31-6556 酒販店

酒のひろせ 岐阜県岐阜市柳津町本郷３－１８６ 058-387-6155 酒販店

油屋酒店 岐阜県各務原市各務西町１－２２２ 0583-84-8118 酒販店

玉木酒店 岐阜県多治見市本町４－４６ 0572-22-0004 酒販店

坂本酒店 岐阜県高山市久々野町無数河６１６－２ 0577-52-2105 酒販店

Cave 渡辺屋 岐阜県加茂郡八百津町和知１６１３－１ 0574-43-0561 酒販店

河内屋酒店 三重県伊勢市小俣町本町１２６ 0596-22-2548 ワインショップ

ヴァインケラー　ハシモト 三重県伊賀市上野東町２９３８－１ 0595-21-0342 ワインショップ

信越・北陸

店名 住所 電話番号

セラー　キタムラ 長野県長野市諏訪町５０４ 026-234-5337 ワインショップ

カーブ・アッシュ 長野県松本市渚４ー５－２ 0263-50-9568 酒販店

カーヴ･ド･ヴェレゾン 石川県石川郡野々市町三納５街区１　リジェール１０５ 076-225-3515 ワインショップ

酒の人気屋 石川県金沢市伏見台１－１４－２５ 076-241-2717 酒販店

寿屋 富山県富山市布瀬町２－１７－２４ 076-421-0823 酒販店

西武そごう福井店 福井県福井市中央１－８－１ 0776-27-0111 百貨店

近畿

店名 住所 電話番号

WINE  SHIRATAKI 大阪府大阪市北区天神橋３－１－２８ 06-6351-4738 ワインショップ＆バー　

Wassy's　中之島店 大阪府大阪市北区中之島３－６－３２ ダイビル本館１Ｆ 06-6446-2000 ワインショップ

ラ・カーヴ・ド・リーガ 大阪府大阪市北区中之島５－３－６８  リーガロイヤルホテル１Ｆ 06-6448-1906 ワインショップ

阪急うめだ本店 大阪府大阪市北区角田町８－７ 06-6361-1381 百貨店

大阪伊勢丹 大阪府大阪市北区梅田３－１－３ ルクアイーレＢ１Ｆ　 06-4301-3720 百貨店

阪神百貨店梅田本店 大阪府大阪市北区梅田１－１３－１３ 06-6348-8521 百貨店

ほんまもん小松屋　梅田店 大阪府大阪市北区梅田２－４－１３ 06-6348-0017 ワインショップ＆ダイニング

田中種 大阪府大阪市北区東天満１－３－３ 06-6351-2066 酒販店

エーラ 大阪府大阪市北区同心２－１３－５ 06-6948-5883 ワインショップ

アモールパントリー新大阪店 大阪府大阪市淀川区西中島５－１６－１ JR新大阪駅構内 06-6889-1300 ショッピングマーケット

池永酒店 大阪府大阪市淀川区宮原１－４－１７ 06-6391-0679 酒販店

高島屋大阪店 大阪府大阪市中央区難波５－１－５ 06-6631-1101 百貨店

WINESHOP FUJIMARU 大阪府大阪市中央区日本橋２ー１５－１３ 06-6643-2330 ワインショップ



ウエハタ 大阪府大阪市中央区玉造２ー２－１２ 06-6942-0333 酒販店

カーヴ・ド・テール淡路町 大阪府大阪市中央区淡路町４－３－８ ダイリンビル　1Ｆ 06-6228-0909 ワインショップ

ワインショップ＆デリ　フジマル　天満橋店 大阪府大阪市中央区釣鐘町１－４－３ 舟瀬ビル１Ｆ 06-6910-8708 ワインショップ

セレクトワインショップ　ライブラリー 大阪府大阪市中央区今橋１－７－３　ハヤシビル１Ｆ 06-6282-7497 ワインショップ

タカムラ本店 大阪府大阪市西区江戸堀２－２－１８ 06-6443-3519 ワインショップ

Wassy's　（ワッシーズ） 大阪府大阪市天王寺区六万体町５－１３　Ｗ．ＢＬＤ．１Ｆ 06-6774-8866 ワインショップ

近鉄百貨店上本町店 大阪府大阪市天王寺区上本町６－１－５５ 06-6775-1111 百貨店

あべのハルカス近鉄本店 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１－１－４３　ウイング館Ｂ２Ｆ 06-6624-1111 百貨店

かどや酒店 大阪府茨木市蔵垣内３－１８－１６ 072-625-0787 酒販店

地酒のにしじま 大阪府茨木市新和町４－１１ 072-633-3500 酒販店

ハタ酒米店 大阪府茨木市沢良宜西１－１８－９ 072-632-4170 酒販店

白菊屋 大阪府高槻市柳川町２－３－２ 072-696-0739 酒販店

HTS（アッシュ・テ・エス） 大阪府豊中市本町１－２－４５ 06-7175-4135 酒販店

リカーショップ　ミツヤ 大阪府豊中市中桜塚４－１４－１４ 06-6849-5911 酒販店

千里阪急 大阪府豊中市新千里東町１ー５－１ 06-6836-1725 百貨店

紀の国屋 大阪府吹田市山手町１－７－３０ 06-6388-2105 酒販店

きしまえ 大阪府吹田市原町４－１６－１９ 06-6337-0882 酒販店

フジマル醸造所 京阪くずは店 大阪府枚方市楠葉花園町１４－１　京阪くずは新駅ビル１Ｆ 072-851-2510 ワインショップ＆ワイン食堂

エスポア　オカモト 大阪府東大阪市四条町２－１４ 072-985-1009 酒販店

高島屋堺店 大阪府堺市堺区三国ヶ丘御幸通５９ 072-238-1101 百貨店

トムギャルソン 大阪府和泉市府中町３－１５－１４ 0725-45-0424 ワインショップ

かなお酒店 大阪府泉佐野市大西吉田１－１－９ 0724-62-3101 酒販店

そごう神戸店 兵庫県神戸市中央区小野柄通８－１－８ 078-200-7203 百貨店

ジェロボアム 兵庫県神戸市中央区元町通１－１４－１８ 078-327-7650 ワインショップ

コウベワインセラーPORT 兵庫県神戸市中央区港島南町３－３－１４ 078-303-3031 ワインショップ

アンプロンプチュ 兵庫県神戸市灘区山田町３－２－６ 078-862-3232 ワインショップ

酒の大宗 兵庫県神戸市東灘区本山南町９－７－２３ 078-452-2328 地酒専門店

R　the wine shop 兵庫県神戸市岡本３－９－３５－１０９ 078-200-6300 ワインショップ

センチュリー 兵庫県芦屋市東山町７－２１　古河ビル１F 0797-34-0045 ワインショップ

ル・プティ・コントワール 兵庫県芦屋市大原町４－１２　ビューコート芦屋１F 0797-26-7855 ワインチーズショップ

西宮阪急 兵庫県西宮市高松町１４－１ 0798-62-7381 百貨店

リコルク 兵庫県西宮市羽衣町５－２３　バートンビルＢ１Ｆ 0798-22-2035 ワインショップ

カーヴ・ド・テール西宮北口 兵庫県西宮市南昭和町１０－１９　公同協会ビル１Ｆ 0798-42-7768 ワインショップ

ミルコート 兵庫県西宮市寿町４－３２ 0798-39-1700 ワインショップ

東鶴マーケットスクエア 兵庫県西宮市浜町１０－１１ 0798-22-6825 酒販店

越山酒販 兵庫県尼崎市久々知西町１ー１ー１ 06-6422-1101 酒販店

伊勢屋 兵庫県宝塚市清荒神１－１７－１８ 0797-86-2822 酒販店

宝塚阪急 兵庫県宝塚市栄町２ー１－１ 0797-81-1233 百貨店

川西阪急 兵庫県川西市栄町２６－１ 072-756-1585 百貨店

Amane（アマネ） 兵庫県姫路市新在家本町３－２－２５ 079-293-5533 ワインショップ

４７リカーズ 兵庫県赤穂市中広２番地赤穂センターモール内 0791-45-3330 酒販店



リカーランド　ひかみや 兵庫県氷上郡柏原町母坪３４５ 0795-73-0968 酒販店

マルマン商店 京都府城陽市寺田北山田９２－４ 0774-52-3582 地酒専門店

エーテルヴァイン 京都府京都市中京区壬生下溝町３６－１２ 075-314-0305 ワインショップ

ワインスポット　ナカムラヤ 京都府京都市左京区新東洞院町角 075-761-1177 ワインショップ

上田酒店 京都府京都市左京区山端川原町７ 075-781-5265 酒販店

浅尾酒店 京都府京都市左京区田中野神町６ 075-781-3210 酒販店

尾張屋 京都府京都市右京区西京極北大入町４９－３ 075-321-0670 酒販店

ワイングロッサリー 京都府京都市下京区四条通堀川西入る 075-841-3058 ワインショップ

高島屋京都店 京都府京都市下京区四条通河原町西入真町５２ 075-221-8811 百貨店

ＪＲ京都伊勢丹 京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町 075-342-5633 百貨店

大﨑商店 京都府京都市伏見区三栖半町４７９ 075-601-0137 酒販店

菊屋 京都府八幡市男山竹園２－１　Ａ３－１０９ 075-981-0553 酒販店

丸喜屋 滋賀県大津市衣川３－１－９ 0120-39-2364 酒販店

徳地酒店 滋賀県草津市下笠町５２６－３ 077-565-0070 地酒専門店

安井商店 滋賀県栗東市上砥山１５３２ 077-558-1225 酒販店

エスポア　ミゾイ 滋賀県蒲生郡安土町下豊浦４７２９－１ 0748-46-2062 酒販店

近鉄百貨店奈良店 奈良県奈良市西大寺東町２－４－１ 0742-33-1111 百貨店

サン・ヴァンサン 奈良県奈良市学園朝日町２－２　米田ビル１F 0743-43-3832 ワインショップ

登酒店 奈良県天理市田井庄町５５５ 0743-62-0218 酒販店

エポックかつらぎ店 奈良県葛城市葛木１２２－１ 0745-69-9255 酒販店

エポックはいばら店 奈良県宇陀市榛原区長峯４５２ 0745-82-8084 酒販店

Ailes D’or （エールドール） 和歌山県和歌山市新内１ 073-424-7111 ワインショップ

酒やの鍵本 和歌山県和歌山市手平１－４－２６ 073-423-4701 酒販店

中国・四国

店名 住所 電話番号

ヴァン・ルパン倉敷 岡山県倉敷市中央２－１１－１０ 086-426-9866 ワインショップ

天満屋岡山本店 岡山県岡山市表町２－１－１ 086-231-7657 百貨店

岡山高島屋 岡山県岡山市北区本町６－４０ 086-232-1111 百貨店

グランヴァン１８区 広島県広島市中区幟町１２－１４ 082-221-3988 ワインショップ

大和屋酒舗 広島県広島市中区胡町４－３ 082-241-5660 酒販店

福屋八丁堀本店 広島県広島市中区胡町６－２６ 082-246-6111 百貨店

福屋広島駅前店 広島県広島市南区松原町９－１ 082-568-3111 百貨店

天満屋アルパーク店 広島県広島市西区井口明神１－１６－１ 082-501-1111 百貨店

掛井酒店 広島県東広島市西条朝日町６－５２ 082-422-2752 酒販店

山城屋 広島県呉市本通２－６－６ 0823-21-2722 酒販店

山口井筒屋 山口県山口市中市町３－３ 083-902-1111 百貨店

地酒のムラタ 山口県山口市上堅小路７５ 0839-22-3840 地酒専門店

ナカシマ酒店 山口県周南市久米旭ヶ丘９８４－７ 0834-25-0689 酒販店

梶原酒店 山口県下関市田中町１２－８ 0832-32-3215 酒販店



そごう徳島店 徳島県徳島市寺島本町西１－５ 088-653-2111 百貨店

L-mnd　（エルムンド） 徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜７２４ 088-679-8850 ワインショップ

鬼田酒店 高知県高知市相生町４－１０ 088-861-4416 酒販店

松山三越百貨店 愛媛県松山市一番町１－１ 089-934-8168 百貨店

いよてつ高島屋 愛媛県松山市湊町５－１－１ 089-948-2183 百貨店

店名 住所 電話番号

古武士屋 福岡県北九州市小倉北区熊本１－１－３ 093-923-5555 ワインショップ

泉屋酒販 福岡県久留米市六ツ門町６－３８ 0942-32-7111 ワインショップ

住吉酒販 福岡県福岡市博多区住吉３－８－２７ 092-281-3815 酒販店

とどろき酒店 福岡県福岡市博多区三筑２－２－３１ 092-571-6304 酒販店

ヴァンナード 福岡県福岡市中央区大名２－２－６ 0120-748-890 ワインショップ

サリュー・シェ・クドウ 福岡県福岡市城南区別府７－１－１４  ２F 092-821-2257 ワインショップ

カネダイ酒店 福岡県春日市上白水１－５３ 092-572-4088 酒販店

グラノ２４K 福岡県遠賀郡岡垣町手野１８３ 093-282-2226 ワインハウス

鶴屋百貨店 熊本県熊本市手取本町６－１ 096-356-2111 百貨店

たちばな酒店 熊本県熊本市田井島３ー９－７ 096-379-0787 地酒専門店

佐世保玉屋 長崎県佐世保市栄町２－１ 0956-23-8181 百貨店

馬場酒店 鹿児島県鹿児島市中央町２５－８ 099-257-1250 酒販店

宝納酒店 鹿児島県鹿児島市堀江町１６－７ 099-225-4510 酒販店

山形屋 鹿児島県鹿児島市金生町３－１ 099-227-6111 百貨店

こまみず酒店 鹿児島県志布志市志布志町帖５５６４ 0994-72-2524 酒販店

万膳酒店 鹿児島県霧島市国分中央１－２４－２５ 0995-45-0112 地酒専門店

三浦屋酒店 鹿児島県出水市下鯖町１４４９ 0996-67-1059 酒販店

コートドールおもろまち店 沖縄県那覇市おもろまち４－１１－３６ 098-869-2047 ワインショップ

コートドール小禄店 沖縄県那覇市田原１－１７－３ 098-996-4207 ワインショップ

コートドール沖映通り店 沖縄県那覇市牧志１－４−３３ 098-862-2522 ワインショップ

クラシコ 沖縄県那覇市泉崎２－２－３ 098-854-7511 ワインショップ

モンマルトル　ビス 沖縄県那覇市真嘉比１－１－１１  １Ｆ 098-882-1333 ワインショップ

わいんや目福口福 沖縄県宜野湾市普天間２－４７－１２ 098-943-1102 ワインショップ


