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1 ヴィーニャ・ラ・ローサ 参考小売価格： 未定 2 シャトー・ジンコ 参考小売価格： ¥12,010
コルネラーナ 2013 規格： 750ｍｌ/12本 2018 規格： 750ml/6本
グラン・レゼルヴァ 産地 産地

チリ ボルドー

ブドウ品種 ブドウ品種
カルメネール85％他

JAN: 未定 JAN:　4995205531618
商品ｺﾒﾝﾄ 商品ｺﾒﾝﾄ

3 ヴィーニャ・ラ・ローサ 参考小売価格： ¥3,510 4 ドメーヌ・デュブルイ・ 参考小売価格： ¥4,610
ドン レカ キュヴェ 2017 規格： 750ｍｌ/12本 フォンテーヌ 2019 規格： 750ｍｌ/12本
アッサンブラージュ 産地 ペルナン・ヴェルジュレス 産地

チリ ブルゴーニュ

ブドウ品種 ブドウ品種
カルメネール55％、シラー25％、他20％

JAN:　7802821005904 JAN:　4995205528571
商品ｺﾒﾝﾄ 商品ｺﾒﾝﾄ

5 カンティナ・トロ 参考小売価格： ¥2,410 6 カンティナ・トロ 参考小売価格： ¥2,610
アルディアノ モンテプルチアーノ 2016 規格： 750ml/6 ペコリーノ テッレ・ディ 2018 規格： 750ml/6
ダブルッツォ リセルバ 産地 キエティ 産地

アブルッツォ アブルッツォ

ブドウ品種 ブドウ品種
モンテプルチアーノ・ダブルッツォ100％ ペコリーノ100％

JAN: 4995205517407 JAN: 4995205517421
商品ｺﾒﾝﾄ 商品ｺﾒﾝﾄ

7 アンナ・スピナット 参考小売価格： ¥1,910 8 ムレダ 参考小売価格： ¥1,110
プロセッコ スプマンテ 2019 規格： 750ml/6 オーガニック バラエタル 2020 規格： 750ml/12
エクストラ・ドライ DOC 産地 シャルドネ 産地

ヴェネト スペイン

ブドウ品種 ブドウ品種
グレーラ100％ シャルドネ100％

JAN: 4995205521145 JAN: 4995205523187
商品ｺﾒﾝﾄ 商品ｺﾒﾝﾄ

メルロ100％

ガーネットのローブ。スミレ、アイリス、ヒヤシンスなど
のブーケの花の香りと、果実味の調和。口に含む
と、果実のあまみを感じます。まだ若いですが、タン
ニンがすでに、心地よく、主張しすぎてこない酸味と
程よく調和します。ボリューム感があり、長い余韻を
お楽しみいただけます。

紫色がかったルビー色。ブラックチェリーや
ベリーの果実味豊かな香りと仄かにスパイ
シー香が感じられます。滑らかで心地よい
味わいで、フルボディの赤ワインに仕上がっ
ています。

緑がかった黄色。シトラス、トロピカル
フルーツ、マンゴー、ピーチの爽やかな
香りに、上品な花の香りが漂います。果
実が凝縮された、バランスの良い味わい
で長い余韻をお楽しみいただけます。

緑がかった茶色。滑らかで持続力のある小
粒の泡。ミネラル感があり、グレープフルー
ツ、ピーチのようなフルーティな香り。爽や
かな酸味とセイヨウナシを思わせる心地よ
い味わいを感じられます。ロブスターと相性
抜群です。

シャルドネ100％

プラムやイチジクの他、キノコやキャラ
メルのニュアンスもあります。しっかり
としたタンニンは滑らかで緻密な味わい
です。
SAKURAアワードで3回ゴールドメダル
を受賞しており、更にパワーアップし、
ダブルゴールドも受賞しました！

偉大なるコルトンの丘の奥にひっそりと佇む「ペルナ
ン・ヴェルジュレス村」で、１９世紀からの長い歴史を
持つ実力派栽培家です。シトラスとアーモンドの香り
に、ミネラル感。芳醇な味わいをお楽しみいただけま
す。焼き魚や寿司との相性抜群です。

黄金色。ミネラル感のある、心地よいトロピカ
ルフルーツの香りに、フレッシュで果実味溢
れる味わいを長くお楽しみいただけます。
シーフード料理、鶏肉、サラダ、お米との相性
抜群です。

ゴールド受賞

ゴールド受賞

ゴールド受賞

ダブルゴールド受賞 ダブルゴールド受賞

ゴールド受賞

近日

入荷予定

ダブルゴールド受賞 ダブルゴールド受賞ダブルゴールド受賞

近日

入荷予定

近日

入荷予定

商品資料取り寄せ中

1 / 3 ページ



SAKURA AWARD 2021受賞ワイン一覧 .xlsx

9 ラヴニール 参考小売価格： ¥5,510 10 カステラーニ 参考小売価格： ¥2,520
シングルブロック 2019 規格： 750ml/6 テッラ・ノストラ トスカーノ 2015 規格： 750ml/12
シュナン・ブラン 産地 ロッソ IGT 産地

南アフリカ トスカーナ

ブドウ品種 ブドウ品種
シュナン・ブラン100％

JAN: 4995205527130 JAN: 4995205510613
商品ｺﾒﾝﾄ 商品ｺﾒﾝﾄ

11 アンゴーヴ 参考小売価格： ¥2,210 12 アンゴーヴ 参考小売価格： ¥1,410
オーガニック 2020 規格： 750ml/6 チョークヒルブルー 2018 規格： 750ml/12
シラーズ・カベルネ 産地 シラーズ・カベルネ 産地

南オーストラリア 南オーストラリア

ブドウ品種 ブドウ品種
シラーズ80％、カベルネ・ソーヴィニヨン20％

JAN: 9300694349845 JAN: 4995205520476
商品ｺﾒﾝﾄ 商品ｺﾒﾝﾄ

13 ムレダ 参考小売価格： ¥1,110 14 ヴィーニャ・ラ・ローサ 参考小売価格： ¥1,810
オーガニック バラエタル 2019 規格： 750ml/12 ラ・キャピターナ 2019 規格： 750ml/12
カベルネ・ソーヴィニヨン 産地 シャルドネ 産地

スペイン チリ

ブドウ品種 ブドウ品種
カベルネ・ソーヴィニヨン100％

JAN: 4995205523170 JAN: 4995205521237
商品ｺﾒﾝﾄ 商品ｺﾒﾝﾄ

15 UG ド ボルドー 参考小売価格： ¥2,060 16 オリヴィエ・トリコン 参考小売価格： ¥2,910
クレマン ド ボルドー NV 規格： 750ml/12 シャブリ 2020 規格： 750ml/12
ブリュット 産地 産地

ボルドー ブルゴーニュ

ブドウ品種 ブドウ品種
セミヨン、カベルネ・フラン、メルロ

JAN: 4995205527727 JAN: 4995205526652
商品ｺﾒﾝﾄ 商品ｺﾒﾝﾄ

洋ナシやパイナップルの果実の香りが華やかで、味
わいは果実味が主体です。飲みやすく、実にフルー
ティーです。「キャピターナ」はスペイン語で「女キャ
プテン」の意味。ここでは、ラ・ローサ社の中で一番
高いヤシの木が先導役（＝キャプテン）になっている
ことから、その様なブランド名にしたそうです。

軽やかな泡。黄緑色の光沢のある淡い黄
色。
繊細でフローラルな香り。味わいは心地良く
まろやかで、泡立ちが良く、後口にほんのり
甘さが残ります。パリコンクールでは金賞を
受賞しています。

澄んだ輝きのあるローブ。 淡いゴールドカ
ラー。活気があり、複雑性に富み、あたたか
なブーケを放つ、バランスの良いワイン。
すぐに、ミネラル感と活発さを感じる、このフ
ルボデイで果実味あるシャブリは、グレープフ
ルーツと松の木のニュアンスや長い余韻が
感じられます。

フレンチオーク樽で6カ月の熟成。口に含むと
香り高く、バランスもよく、長い余韻が続きま
す。赤身のお肉、ステーキ、パスタやチーズと
もよく合います。SAKURAアワードだけではな
く、数々の国際コンクールで受賞している実力
派ワインです。

1886年の創業以来、南オーストラリア州に5
代続く家族経営名門ワイナリーです。南
オーストラリア州Riverland地域のオーガ
ニックのぶどうを使用してます。マロラク
ティック発酵後小さな樽で熟成。渋味は控
えめで、果実味が豊かでスパイシーな味わ
いの赤ワインです。

パイナップル、洋ナシ、アプリコットといった
南国フレーバーの優しい香りと味わいの後
に、上品なレモン系の香りが続きます。柔ら
かい酸味がワインに活き活きとしたリフレッ
シュ感を与えます。

シャルドネ100％

とても滑らかで口当たりの良いワイン。深い趣き
ある赤。クランベリーやドライﾄﾞ･チェリーのような
色合い。引き締まった酸味と力強いタンニンが
あるスパイスやオークを感じます。パスタ、ピザ、
ビーフ･ステーキなどと相性抜群です。

良く熟した黒系果実、ドライフルーツ、黒コショウ
などで構成されるアロマ。砂糖漬けのフルーツ
のような甘味を伴った果実味がある一方で、き
ちんとした酸とスパイシーさがアクセントになって
パランス良好です。

サンジョヴェーゼ90％、カベルネ10％

シャルドネ100％

シラーズ60％、カベルネ・ソーヴィニヨン40％

ゴールド受賞
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17 シャンパーニュ 参考小売価格： ¥4,010 18 ヴィニョーブル・デュクール 参考小売価格： ¥2,010
バロン・アルベール NM 規格： 750ml/12 シャトー・ブリオ 2018 規格： 750ml/12
ブリュット リュニヴェルセル 産地 ボルドー ルージュ 産地

シャンパーニュ ボルドー

ブドウ品種 ブドウ品種
ピノムニエ73%、シャルドネ16 %、ピノノワール11% カベルネ・ソーヴィニヨン70%、メルロ30%

JAN: 3384250003330 JAN: 4995205510026
商品ｺﾒﾝﾄ 商品ｺﾒﾝﾄ

19 ヴィニョーブル・デュクール 参考小売価格： ¥2,210 20 ヴィニョーブル・デュクール 参考小売価格： ¥2,210
メティサージ ブラン 2018 規格： 750ml/12 メティサージ ルージュ 2018 規格： 750ml/12

産地 産地
ボルドー ボルドー

ブドウ品種 ブドウ品種
ソーヴィニャック100％

JAN: 4995205530833 JAN: 4995205530826
商品ｺﾒﾝﾄ 商品ｺﾒﾝﾄ

21 シャトー・ドゥ・ヴァルコンブ 参考小売価格： ¥3,560 22 ツァリーヌ 参考小売価格： ¥6,010
エチケット・ブルー 2016 規格： 750ml/12 ロゼ・ブリュット NM 規格： 750ml/6
コスティエール・ド・ニーム 産地 産地

コート・デュ・ローヌ シャンパーニュ

ブドウ品種 ブドウ品種
シラー100％ シャルドネ34％、ピノ・ノワール33％、ピノ・ムニエ33％

JAN: 4995205518381 JAN: 3416180018419
商品ｺﾒﾝﾄ 商品ｺﾒﾝﾄ
輝きのある活き活きとした赤。ヴァイオレット
の繊細でフローラルな香り。カシスやラズベ
リーに胡椒を感じる。タンニンは力強くエレ
ガントです。選別されたぶどうのみを使用
し、２９〜３０ﾟＣの温度で４〜５週間に渡って
醸造されます。

著名な中国人画家タン・エン氏がラベル製作を手
掛け、新品種を用いて、誕生したのが、メティサージ
です。スパイス、濃厚な黒い果実、特にカシスが混
じりあった香り。 ふくよかな味わい、熟した果実、よく
溶けたソフトなタンニン。アペリティフ、シャルキュト
リー、バーベキュー、スパイシーな料理、チーズ、
チョコレートのデザートと共に。

著名な中国人画家タン・エン氏がラベル製作を手
掛け、新品種を用いて、誕生したのが、メティサー
ジです。酸っぱさ、柑橘類、トロピカルフルーツ、ス
パイスが混じった香り。 味わいはフレッシュ、ふくよ
か、柑橘類と花のニュアンス。アペリティフ、魚介
類、魚、スパイシーな料理と共に。

バロン姉妹が手掛けたシャンパーニュ。アー
モンドにリンゴなどの香りがあり、口に含むと
黄実や赤実のフルーツの印象を受けます。
フィニッシュは心地良く長続きするシャン
パーニュです。

シルクのようなルビー色をしたシャンパンが繊細で連
なった泡を包み込んでいるかのようです。野いちごや
小麦の芽、そしてカシスの香りがまるで魔法のように
嗅覚を呼び起こします。口に含むと、しっかりとしたボ
ディーと繊細さを楽しむことができ、小さな赤い果実
やクリームのような風味を伴った余韻が長く続きます

濃いガーネット色。小さな赤い果実のアロマ、
新鮮なクルミやローストしたバニラの香り。み
ずみずしい果実味で丸みがあり、エレガント
でソフトなタンニンの骨格。長い余韻をお楽
しみいただけます。

カベルネ・ジュラ100％

シルバー受賞 シルバー受賞

シルバー受賞 シルバー受賞

シルバー受賞 シルバー受賞
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