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1

テヌータ・ポッジョ・アイ・マンドルリ

キャンティ・クラシコ・レゼルバ

参考小売価格： ¥2,500
2012 規格： 750ｍｌ/12本

2

ヴィーニャ・ラ・ローサ

ラ・ローサ カルメネール

産地

産地

イタリア トスカーナ

チリ ラペル ヴァレー
3月頃入荷予
定

ブドウ品種
サンジョベーゼ主体

3

ドメーヌ・ドニラス
シャブリ・プルミエ・クリュ

シングルブロック シュナン・ブラン

２０１６年ヴィンテー
ジ入荷未定

7

ヴィニテラ

トロンテス

カルメネール１００％

JAN: 4995205516202
商品ｺﾒﾝﾄ

しっかりしたボディ、濃いルビー色。大
樽熟成によりワインらしい香りが引き立
ち、かすかな木の香りと繊細なスミレの
香りを感じられます。まろやかで、コク
があり、余韻も長く、赤身の肉や熟成
チーズなどによく合います。

16ヶ月間フレンチオークの新樽で熟成。ブ
ルーベリー、いちじく、トリフ、スパイシーな香り
にチョコレートのニュアンスが感じられます。
豊かな味わいと共に、ミネラル感に溢れ、均
整のとれた複雑で深い味わい。質感のあるソ
フトなタンニンで、余韻も長く楽しめます。

ダブルゴールド受賞

ダブルゴールド受賞

参考小売価格： ¥4,600
2015 規格： 750ｍｌ/12本

4

バデ・クレマン

レ・ジャメル シャルドネ

参考小売価格： ¥1,600
規格： 750ml/12本
2016

産地

フランス ブルゴーニュ

ラヴニールエステート

ブドウ品種

JAN: 4995205526706
商品ｺﾒﾝﾄ

モンマン ヴィエイユ・ヴィーニュ産地

5

参考小売価格： ¥9,000
規格： 750ｍｌ/6本
2013

フランス ラングトック

ブドウ品種

ブドウ品種

シャルドネ１００％

シャルドネ１００％

JAN: 49952055528540
商品ｺﾒﾝﾄ

JAN: 3525490015763
商品ｺﾒﾝﾄ

モンマンはシャブリの代表的なクリマの1つ。ド
ニラス社では、5ヘクタールの土地を所有して
おり、樹齢は4～45年まで幅広いぶどうの木を
栽培しています。
深みのある味わいに程よい酸味が加わり、実
にバランスの取れた味わいに仕上がっていま
す。

気候・風土に恵まれ、南仏で信頼できる生
産者を厳選し綿密なワイン造りを施したの
がレ・ジャメルです。熟成はステンレス６
５％、オーク新樽３５％にて行われます。
世界中にて愛飲されているワインです。

ダブルゴールド受賞

ダブルゴールド受賞

参考小売価格： ¥5,500
2016 規格： 750ｍｌ/6本

6

ヴィニテラ
オムニウム マルベック

参考小売価格： ¥1,300
規格： 750ｍｌ/12本
2016

産地

産地

南アフリカ 西ケープ州

アルゼンチン メンドーサ

ブドウ品種

ブドウ品種

シュナン・ブラン100％

マルベック100％

JAN: 4995205527130
商品ｺﾒﾝﾄ

JAN: 4995205524894
商品ｺﾒﾝﾄ

果実味タップリで酸と木の香りのバランスが非
常によく、優しいライムとアーモンドの味わいが
後味にフレッシュ感と凝縮感、満足感をもたら
します。

澄んだ輝きのある深い赤紫色で、プラムと赤系
のフルーツの香りが漂います。柔らかく深みのあ
るタンニンが感じられ、バランスのとれた味わい
と余韻が残ります。

ダブルゴールド受賞

ゴールド受賞

参考小売価格： ¥1,300
2016 規格： 750ｍｌ/12本

8

カンティーナ・ラヴォラータ
グレコ・ディ・ビアンコ

参考小売価格： ¥3,300
規格： 500ｍｌ/6本
2009

産地

産地

アルゼンチン メンドーサ

イタリア

ブドウ品種

ブドウ品種

トロンテス100％

グレコ ビアンコ100％

JAN: 4995205524887
商品ｺﾒﾝﾄ

JAN: 4995205522654
商品ｺﾒﾝﾄ

香りはレモン、花やハーブを連想させます。味
わいは大変爽やかで、味わいはアプリコットとミ
ネラルが感じられます。

世界で最古のぶどう品種の1つと言われる
「グレコ・ビアンコ」で造られたデザートワイ
ン。藁色がかったイエロー。しっかりとした持
続力のある香りとまろやかなハーモニーが特
徴です。

ゴールド受賞

ゴールド受賞
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コントリ
ホワイノット？ ネロ・ダーヴォラ
シラー レゼルバ

参考小売価格： ¥2,000
2013 規格： 750ｍｌ/12本

10

コンテ・ディ・カンピアーノ
ネロ・ディ・トロイア

産地

産地

イタリア シチリア

イタリア プーリア

ブドウ品種

ブドウ品種

ネロ・ダーヴォラ

11

ヴァッレ

メルロー・リゼルバ

13

アンゴーヴ

オーガニック シャルドネ

参考小売価格： ¥1,800
規格： 750ｍｌ/12本
2015

シラー

ネロ・ディ・トロイア

JAN: 8003295010565
商品ｺﾒﾝﾄ

JAN: 8003295010558
商品ｺﾒﾝﾄ

樽熟成によるまろやかなタンニン、凝縮した果
実味、飲みごたえのある南イタリアワインです。
シチリア伝統の文様がデザインされたお洒落
なラベルが特徴です。

ネロ・ディ・トロイアは、トロイの木馬で知られる小
アジアトロイ起源のブドウ品種です。この逸話に
ちなみ、ラベルには馬がデザインされています。
アルコール度数が高く、香り豊かで、タンニン・
果実味豊富、かつ透明感のあるワインです。ス
テンレスタンクを用いて醸造を行っています。

ゴールド受賞

ゴールド受賞

参考小売価格： ¥3,300
2010 規格： 750ｍｌ/12本

12

ヴァッレ

ラファエロ ビアンコ

参考小売価格： ¥1,500
規格： 750ｍｌ/12本
2016

産地

産地

イタリア フリウリ・ヴェネツィア・ジュリア

イタリア フリウリ・ヴェネツィア・ジュリア

ブドウ品種

ブドウ品種

メルロー 100％

ソーヴィニヨン・フリウラーノ・トラミネール

JAN: 4995205528366
商品ｺﾒﾝﾄ

JAN: 8012449551724
商品ｺﾒﾝﾄ

フルボディ、深紅色。スパイシーな香り、ビロー
ドのような厚みがあり、余韻の長い味わい。赤
身の濃厚な肉料理に合います。

緑がかった黄金色、パイナップルやマンゴー
の香り、スペアミントやセージのヒント、心地よ
く厚みのある広がり、南国果実の風味とエレ
ガントなスパイシーさがあり、長い余韻があり
ます。魚貝のマリネ、グリル、リゾットやパス
タ、食前酒として、またタパスのような小皿料
理にも合います。

ゴールド受賞

ゴールド受賞

参考小売価格： ¥2,200
2017 規格： 750ｍｌ/6本

14

エラス・コルドン
ベンディミア・セレクシオナーダ

産地

クリアンサ

参考小売価格： ¥3,500
規格： 750ｍｌ/6本
2012

産地

オーストラリア 南ストラリア

スペイン リオハ

ブドウ品種

ブドウ品種

シャルドネ 100％

JAN: 9300694376841
商品ｺﾒﾝﾄ

JAN: 8437003205569
商品ｺﾒﾝﾄ

南オーストラリア・ リヴァーランド及びマク
ラーレンのオーストラリア政府規定のオーガ
ニック基準を満たす有機農法で育てられた
ブドウを１００％使用。

エラス・コルドン社は、バチカンローマ教皇庁
にワインを納めているスペイン唯一のワイナ
リーです。
厳選されたぶどう原料から造られた贅沢な
ワインです。

ゴールド受賞

15

シャトー・ド・ヴァルコンブ

エチケット・ブルー
コスティエール・ド・ニーム

ゴールド受賞

参考小売価格： ¥3,700
2013 規格： 750ｍｌ/12本

産地

16

ドメーヌ・ヴィルジニ
レゼルヴ・ベルトミュー カベルネ
セレクション・ド・ラ・ガリグ オック

フランス コート・デュ・ローヌ

参考小売価格： ¥1,550
規格： 750ｍｌ/12本
2016

産地
フランス ラングドック

ブドウ品種

ブドウ品種

シラー100％

カベルネ・ソーヴィニヨン 100％

JAN: 4995205516202
商品ｺﾒﾝﾄ

JAN: 4995205510408
商品ｺﾒﾝﾄ

リッチで複雑な黒系果実とデリケートなヴァ
ニラの香り。ダークチョコレートやモカのフ
レーバーがバランス良く広がります。力強さ
とエレガントさを兼ね備えた最高のシラーで
す。

濃いガーネット色で、完熟した果実の豊な香
り、微かにバニラやスパイスを感じます。口当
たりが良く、バランスの良いワインです。

ゴールド受賞

ゴールド受賞
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バデ・クレマン

レ・ジャメル メルロ

参考小売価格： ¥1,600
2016 規格： 750ｍｌ/12本

18

バデ・クレマン

レ・ジャメル ピノ・ノワール

参考小売価格： ¥1,700
規格： 750ｍｌ/12本
2016

産地

産地

フランス ラングドック

フランス ラングドック

ブドウ品種

ブドウ品種

メルロ100％

ピノ・ノワール100％

JAN: 3525490010010
商品ｺﾒﾝﾄ

JAN: 3525490010232
商品ｺﾒﾝﾄ

平均樹齢15年の厳選された畑より収穫さ
れ、熟成はステンレスタンク80％、オーク新
樽20％で平均9か月行われます。熟した果
実を想わせるしっとりとした風味と柔らかい
口当たりが特徴です。

はっきりとした紫色。凝縮感ある口当たりで、
濃密なブラックベリーの香り。非常に滑らかな
タンニンがブラックベリーのキャラクターを引
き立てます。

ゴールド受賞

ゴールド受賞

19

バデ・クレマン
レ・ジャメル メトード
トラディショネル ブリュット

参考小売価格： ¥2,200
N.V. 規格： 750ｍｌ/6本

20

ツァリーヌ
キュヴェ・プレミアム ブリュット

参考小売価格： ¥5,000
規格： 750ｍｌ/6本
N.V.

産地

産地

フランス ラングドック

フランス シャンパーニュ

ブドウ品種

ブドウ品種

シャルドネ80％、ピノノワール20％

シャルドネ ピノ・ノワール

JAN: 3525490016203
商品ｺﾒﾝﾄ

JAN: 3416181017169
商品ｺﾒﾝﾄ

瓶内二次発酵、長期瓶熟成の製法で造ら
れた高品質の辛口スパークリング。真珠の
ように繊細な泡立ちと、メンソールの香りを
感じることができます。

力強く立ち上がる明るい黄金色の泡。洋ナシ
や黄リンゴの熟した果実味とビターアーモンド
のようなホロ苦い香りが混ざりあう。フレッシュ
な第一印象から刻々と変化してきます。

ゴールド受賞

21

ツァリーヌ

ブリュット・ロゼ

ゴールド受賞

参考小売価格： ¥5,700
N.V. 規格： 750ｍｌ/6本

22

ツァリーヌ

ミレジム ブリュット

参考小売価格： ¥6,600
規格： 750ｍｌ/6本
2009

産地

産地

フランス シャンパーニュ

フランス シャンパーニュ

ブドウ品種

ブドウ品種

ピノ・ノワール シャルドネ

シャルドネ ピノ・ノワール

JAN: 3416180018419
商品ｺﾒﾝﾄ

JAN: 3416181024310
商品ｺﾒﾝﾄ

優しく立ち上がる泡が弾け、八重桜の花が
散っている様。フランボワーズやチェリーの
熟した赤い果実とかすかなバラの香り。滑ら
かな舌触り、広がる味わいが美しく、気品を
感じられます。

黄金色に隙間なく立ち上がる泡。僅かな蜂
蜜とドライアーモンドの香り。柔らかく滑らか
でシルキーな旨味と熟成感があります。

ゴールド受賞

ゴールド受賞
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