
5 本デザインポスター

SOUMEI
ポスターカタログ
SOUMEI
ポスターカタログ

BROPN 5-1 BROPN 5-2

※即納可能表記　　　　　があるデザインは、表記サイズのみ在庫があります。
A3サイズ
即納可能

B2/A4 サイズ
即納可能



BROPN 5-3 BROPN 5-4

BROPN 5-5 BROPN 5-6



BROPN 5-7 BROPN 5-8

BROPN 5-9 BROPN 5-10



BROPN 5-11 BROPN 5-12

BROPN 5-13 BROPN 5-14



BROPN 5-15 BROPN 5-16

BROPN 5-17 BROPN 5-18

B2/A4/ 卓上
即納可能



BROPN 5-19 BROPN 5-20

BROPN 5-21 BROPN 5-22

卓上 POP限定
即納可能



BROPN 5-22 BROPN 5-23

BROPN 5-24-1 BROPN 5-24-2



BROPN 5-25-1 BROPN 5-25-2

BROPN 5-26 BROPN 5-27

Soumei Brut

Soumei Rose

Soumei Brut Nature

Soumei Blanc de blancs

Soumei Blanc de Noirs

Soumei ChampagneSoumei Champagne

ゴールドにきらめくブリュット。
繊細な泡立ちが持続し、甘みを生かした味わいと
シャープな後味が特徴。

ブリュット

ロゼ

ブリュットナチュール

ブランドブラン

ブランドノワール

色鮮やかなオリエントイエローに輝く、ブリュットナチュール。
糖質が気になる方にもお勧めな糖質ゼロ。
シトラスの香りとすっきりした後味が特徴。

バラの香りに包まれ、輝きに魅了されるロゼ。
フレッシュさと豊かな果実味のバランスで、しっかりとコクの
ある味わい。

最高級品質のピノ・ノワール100％で造られた
ブラン・ド・ノワールのコクとまろやかさがあり、

フレッシュな味わいながら、余韻にシェリーのような熟成感。

シャルドネ100％の優雅さと繊細さに溢れ
柔らかな泡立ちで、爽やかな口当たり。

￥00,000

￥00,000

￥000,000

￥000,000

￥000,000

BRUT NATURE

￥00,000
色鮮やかなオリエント

イエローに輝く、

ブリュットナチュール。

糖質が気になる方にもお勧めな

糖質ゼロ。

シトラスの香りと

すっきりした

後味が特徴。

BLANC de BLANCS BLANC de NOIRS

￥00,000
シャルドネ100％の

優雅さと繊細さに溢れ

柔らかな泡立ちで、

爽やかな口当たり。

最高級品質の

ピノ・ノワール100％で造ら

れたブラン・ド・ノワールの

コクとまろやかさがあり、

フレッシュな

味わいながら、

余韻にシェリー

のような熟成感。

￥00,000

ROSE

￥00,000
バラの香りに包まれ、

輝きに魅了されるロゼ。

フレッシュさと豊かな果実味の

バランスで、しっかりとコクの

ある味わい。
Champagne

BRUT ￥00,000

ゴールドにきらめく
ブリュット。

繊細な泡立ちが持続し、
甘みを生かした味わいと
シャープな後味が特徴。

2017年、
フランス・シャンパーニュ地方にて

グランクリュに指定された村
《アンボネイ》より、

「SOUMEI CHAMPAGNE」
が誕生しました。

SOUMEI＝INTELLIGENCE
の名の下、

極めて慎重に厳選し
洗練された味わいは

高品質ならではです。

2017年、
フランス・シャンパーニュ地方にて

グランクリュに指定された村
《アンボネイ》より、

「SOUMEI CHAMPAGNE」
が誕生しました。

SOUMEI＝INTELLIGENCE
の名の下、

極めて慎重に厳選し
洗練された味わいは

高品質ならではです。



BROPN 5-28 BROPN 5-29

BROPN 5-30 BROPN 5-31

ブリュット
Brut

￥00,000

ロゼ
Rose

￥000,000
バラの香りに包まれ、輝きに
魅了されるロゼ。フレッシュ
さと豊かな果実味のバランス
で、
しっかりとコクのある味わい。

ゴールドにきらめくブリュット。
繊細な泡立ちが持続し、甘みを
生かした味わいとシャープな後
味が特徴。

ブランドブラン
Blanc de Blancs

￥000,000
シャルドネ100％の優雅さと繊細
さに溢れ、柔らかな泡立ちで、爽
やかな口当たり。

ブリュットナチュール
Brut Nature

￥000,000
色鮮やかなオリエントイエローに
輝く、ブリュットナチュール。
糖質が気になる方にもお勧めな
糖質ゼロ。シトラスの香りとすっき
りした後味が特徴。

ブランドノワール

￥000,000
最高級品質のピノ・ノワール100
％で造られたブラン・ド・ノワール
のコクとまろやかさがあり、フレッ
シュな味わいながら、余韻にシェ
リーのような熟成感。

Blanc de Noirs お問合せは…　

ソウメイフリーダイヤル 0120-555-418

※飲酒は 20 歳になってから。　
※飲酒運転は法律で禁止されています。

Champagne Fair

Rose
バラの香りに包まれ、輝きに魅
了されるロゼ。フレッシュさと
豊かな果実味のバランスで、
しっかりとコクのある味わい。

￥000,000

Brut
ゴールドにきらめくブリュット。
繊細な泡立ちが持続し、甘みを生
かした味わいとシャープな後味が
特徴。

最高級品質のピノ・ノワール100％
で造られたブラン・ド・ノワールのコ
クとまろやかさがあり、フレッシュな
味わいながら、余韻にシェリーのよ
うな熟成感。

色鮮やかなオリエントイエローに輝
く、ブリュットナチュール。
糖質が気になる方にもお勧めな糖
質ゼロ。シトラスの香りとすっきりし
た後味が特徴。

シャルドネ100％の優雅さと繊細さ
に溢れ、柔らかな泡立ちで、爽やか
な口当たり。

大阪府大阪市北区西天満4-3-11-701

￥00,000

Brut Nature

￥000,000

Blanc de Noirs

￥000,000

Soumei Japan

ご注文・お問合せは下記まで
ソウメイフリーダイヤル

0120-555-418

Blanc de Blancs

￥000,000

2017年、フランス・シャンパーニュ地方にてグランクリュに指定された村《アンボネイ》より、
「SOUMEI CHAMPAGNE」が誕生しました。

SOUMEI＝INTELLIGENCEの名の下、極めて慎重に厳選し、
洗練された味わいは高品質ならではです。

ゴールドにきらめくブリュット。
繊細な泡立ちが持続し、甘みを
生かした味わいと
シャープな後味が特徴。

バラの香りに包まれ、輝きに魅了
されるロゼ。
フレッシュさと豊かな果実味の
バランスで、しっかりとコクのある
味わい。

最高級品質のピノ・ノワール100％
で造られたブラン・ド・ノワールの
コクとまろやかさがあり、
フレッシュな味わいながら、
余韻にシェリーのような熟成感。

シャルドネ100％の優雅さと繊細さに
溢れ、柔らかな泡立ちで、
爽やかな口当たり。

色鮮やかなオリエントイエローに輝く、
ブリュットナチュール。
糖質が気になる方にもお勧めな
糖質ゼロ。
シトラスの香りとすっきりした後味が
特徴。

￥00,000 ￥000,000

Brut

￥000,000 ￥000,000

￥000,000

Rose Blanc de Blancs

Blanc de Noirs

Brut Nature
ブリュット ブリュット ナチュール

ブラン ド ブラン

ブラン ド ノワール

ロゼ

Soumei ChampagneSoumei Champagne
Champagne Fair: 1/1~2/30 

Brut

Blanc de Noirs

Brut Nature

Blanc de Blancs

￥000,000-

￥000,000-

￥00,000-

￥000,000-

Rose
￥000,000-



BROPN 5-32 BROPN 5-33

BROPN 5-34 BROPN 5-35

2017年、フランス・シャンパーニュ地方にて
グランクリュに指定された村《アンボネイ》より、「SOUMEI CHAMPAGNE」が誕生しました。

SOUMEI＝INTELLIGENCEの名の下、極めて慎重に厳選し、
洗練された味わいは高品質ならではです。

blanc de blancs
￥000,000

シャルドネ100％の優雅さと繊細さに溢れ
柔らかな泡立ちで、爽やかな口当たり。

￥000,000
blanc de noirs

最高級品質のピノ・ノワール100％で造られた
ブラン・ド・ノワールのコクとまろやかさがあり、
フレッシュな味わいながら、余韻にシェリーのような熟成感。

￥000,000 →

￥000,000 →

brut
￥00,000 → ￥00,000

ゴールドにきらめくブリュット。
繊細な泡立ちが持続し、甘みを生かした味わいと
シャープな後味が特徴。

brut nature
￥000,000

色鮮やかなオリエントイエローに輝く、ブリュットナチュール。
糖質が気になる方にもお勧めな糖質ゼロ。
シトラスの香りとすっきりした後味が特徴。

￥000,000

バラの香りに包まれ、輝きに魅了されるロゼ。
フレッシュさと豊かな果実味のバランスで、しっかりとコクのある味わい。

rose

Champagne Fair

BRUT ￥00,000
ゴールドにきらめくブリュット。

繊細な泡立ちが持続し、甘みを生かした味わいと
シャープな後味が特徴。

BRUT NATURE ￥000,000

色鮮やかなオリエントイエローに輝く、ブリュットナチュール。
糖質が気になる方にもお勧めな糖質ゼロ。
シトラスの香りとすっきりした後味が特徴。

BLANC de BLANCS ￥000,000
シャルドネ100％の優雅さと繊細さに溢れ

柔らかな泡立ちで、爽やかな口当たり。

ROSE ￥000,000
バラの香りに包まれ、輝きに魅了されるロゼ。

フレッシュさと豊かな果実味のバランスで、
しっかりとコクのある味わい。

BLANC de NOIRS ￥000,000
最高級品質のピノ・ノワール100％で造られた
ブラン・ド・ノワールのコクとまろやかさがあり、

フレッシュな味わいながら、
余韻にシェリーのような熟成感。

2017年、フランス・シャンパーニュ地方にてグランクリュに指定された村《アンボネイ》より、
「SOUMEI CHAMPAGNE」が誕生しました。

SOUMEI＝INTELLIGENCEの名の下、極めて慎重に厳選し、
洗練された味わいは高品質ならではです。

Brut ￥00,000
ゴールドにきらめくブリュット。

繊細な泡立ちが持続し、甘みを生かした味わいと
シャープな後味が特徴。

￥000,000

Rose ￥000,000
バラの香りに包まれ、輝きに魅了されるロゼ。

フレッシュさと豊かな果実味のバランスで、
しっかりとコクのある味わい。

Brut Nature ￥000,000
色鮮やかなオリエントイエローに輝く、ブリュットナチュール。

糖質が気になる方にもお勧めな糖質ゼロ。
シトラスの香りとすっきりした後味が特徴。

Blanc de Blancs

￥000,000Blanc de Noirs
最高級品質のピノ・ノワール100％で造られた
ブラン・ド・ノワールのコクとまろやかさがあり、

フレッシュな味わいながら、余韻にシェリーのような熟成感。

シャルドネ100％の優雅さと繊細さに溢れ
柔らかな泡立ちで、爽やかな口当たり。

BRUT

ROSE

BLANC de BLANCS

BLANC de NOIRS

BRUT NATURE
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