
1 ヴィーニャ・ラ・ローサ 参考小売価格： ¥9,000 2 ラヴニールエステート 参考小売価格： ¥5,500
2014 規格： 750ｍｌ/6本 2017 規格： 750ｍｌ/6本

産地 産地

ブドウ品種 ブドウ品種
カルメネール シュナン・ブラン

JAN:　4995205516202 JAN: 4995205527130
商品コメント 商品コメント

3 ヴィニテラ 参考小売価格： ¥1,600 4 アッシュブルック 参考小売価格： ¥2,800
2017 規格： 750ｍｌ/12本 2015 規格： 750ml/12本

産地 産地
アルゼンチン オーストラリア

ブドウ品種 ブドウ品種
シラーズ

JAN:　4995205524856 JAN: 9319355200401
商品コメント 商品コメント

5 フレールジャン・フレール 参考小売価格： ¥16,000 6 参考小売価格： ¥2,300
ＮＭ 規格： 750ｍｌ/6本 2013 規格： 750ｍｌ/6本

産地 産地

ブドウ品種 ブドウ品種
カンノナウ100％

JAN: 3770004032112 JAN: 8003295009705
商品コメント 商品コメント

7 レ・ジャメル 参考小売価格： ¥1,650 8 シャトー・ド・ヴァルコンヴ 参考小売価格： ¥1,950
メルロー 2017 規格： 750ｍｌ/12本 トラディション 2016 規格： 750ｍｌ/12本

産地 産地

ブドウ品種 ブドウ品種
メルロー

JAN: 3525490010010 JAN: 4995205510804
商品コメント 商品コメント

シラーズテラ　マルベック

イタリア サルデーニャフランス シャンパーニュ

チリ ラペル・ヴァレー 南アフリカ 西ケープ州

昨年に続き2年連続ダイヤモンドトロ
フィー受賞の実力ワイン。ヴィーニャ・
ラ・ローサが送る最高級キュヴェになり
ます。フランス産新樽で16か月熟成し
ています。

シラー、グルナッシュ

シャルドネ100％

コントリ

マルベック100％

フランス コート・デュ・ローヌフランス ラングドック

厳選された古木から収穫されたブドウは、８年
間の長い歳月を経て、まるみを帯びたシルク
のようなのど越しに、トーストされたアーモンド
や繊細な泡による僅かなスパイスやバニラカス
タードクリームの複雑なニュアンスが感じられま
す。

完熟したブドウを手摘みにて収穫、紫が
かった深紅色。スミレやスパイスや赤い
果実の香り。味わいは重厚でなめらか、
フルボティなワインです。

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。

鮮明な紫色、凝縮感のある口当たりで、
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。

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。

熟したラズヘリー・レッドカラント・プラム
などの香りが漂い、スミレやスパイスの香
り感じます。心地よいタンニンが味わい
に深みをもたらし、酸味とのバランスが
絶妙です。

ブリュット グラン・クリュ

ブラン・ド・ブラン V.V.26

シュナン・ブラン

シングルブロックラ・ローサ　カルメネール

リゼルバ

カンノナウ・ディ・サルデーニャ

色は赤紫がかった深いルビー色の赤で
す。
香りは、マルベックらしく、熟した赤いフ
ルーツ、スパイス系の香り、バニラ香、
コーヒーなどが感じられます。
余韻は長く続きます

ダイヤモンドトロフィー受賞

ダブルゴールド受賞

ダブルゴールド受賞

ゴールド受賞 ゴールド受賞

ダイヤモンドトロフィー受賞

ダブルゴールド受賞ダブルゴールド受賞

2017年ヴィンテー
ジ

入荷未定

ダブルゴールド受賞
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9 デュクール 参考小売価格： ¥2,600 10 アンゴーヴ 参考小売価格： ¥6,000
2014 規格： 750ｍｌ/12本 メディェック　シラーズ 2014 規格： 750ｍｌ/12本

産地 産地

ブドウ品種 ブドウ品種
メルロー シラーズ

JAN:3287144911011 JAN: 9300694352449
商品コメント 商品コメント

11 アンゴーヴ 参考小売価格： ¥2,200 12 参考小売価格： ¥2,050
2017 規格： 750ｍｌ/6本 N.V. 規格： 750ｍｌ/12本

産地 産地
オーストラリア

ブドウ品種 ブドウ品種
セミヨン90％、カベルネ・フラン10％

JAN: 9300694349845 JAN: 4995205527727
商品コメント 商品コメント

13 アンゴーヴ 参考小売価格： ¥2,200 14 ロンバール 参考小売価格： ¥5,500
N.V. 規格： 750ｍｌ/12本 N.V. 規格： 750ｍｌ/6本

産地 産地
オーストラリア　

ブドウ品種 ブドウ品種

JAN: 9300694376841 JAN: 4995205527925
商品コメント 商品コメント

15 参考小売価格： ¥8,000 16 参考小売価格： ¥1,600
N.V. 規格： 750ｍｌ/6本 2017 規格： 750ｍｌ/12本

産地 産地
アルゼンチン

ブドウ品種 ブドウ品種

JAN:　3770004032037 JAN: 4995205524863
商品コメント 商品コメント

フランス ボルドー

フランス シャンパーニュ

フランス シャンパーニュ

ピノ・ノワール、シャルドネ、ピノ・ムニエ

シラーズ、カベルネ・ソーヴィニヨン

黄金のローブに力強く繊細な泡。フレッシュ
な口当たりでピーチ、アプリコット、ミラベルの
ノ－トがこのシャンパンを包み込みます。
アペリティフから鶏や魚料理などにもとてもよ
く合います

オーストラリアフランス ボルドー

ヴィニテラ

カベルネ・ソーヴィニヨン100％シャルドネ、ピノ・ノワール

澄んだ輝きのある赤紫がかった深い赤です。
香りは、黒い果実やスパイスが感じられます。
口に含むと、大変奥行きがあり、バランスが
良い味わいです。余韻は長く、爽やかです。
 

アンゴーヴ設立125周年を記念して造ら
れたしっかりとした果実味の高級感を楽
しめる商品です。フランス産新樽100％
で熟成されます。

深い赤で紫色を帯びている。スパイシーで活
発な印象の味わい。長くフルーツの香りが続
き、コショウとオーク樽の香りもある。南オースト
ラリア、リヴァーランド地域のオーガニックのブ
ドウを使用しています。マロラクティック発酵
後、小さな樽で熟成。

芳醇でエレガントなブリュットは口の中で心地よく弾け、
豊かでパワフルながらも決して過度ではない洗練され
たクレシェンドを奏でます。洋梨やリンゴ、スパイス、蜂
蜜、ブリオッシュ、など濃厚な香りのパレットをもつこの
シャンパーニュは、焼きリンゴやドライフルーツから始ま
り、次第に蜂蜜やアーモンドへと変化してゆく風味を楽
しむことができます。

活き活きとした数珠の様な泡を伴う、
魅力的な薄い麦わら色です。
クリーンな舌触り。レモンなどのシトラス
やピーチの魅力的な香ばしい後味が
あります。

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。アペリティフやデザート
等と相性抜群です。

ボルドー ルージュ

レゼルヴ・ド・ファミーユ

オーガニック シラーズ・カベルネ

クレマン・ド・ボルドー　ブリュット

バロン・ヴァラール　

ユニオン・ド・ギエンヌ ボルドー

深みのある赤。スパイスゃバニラなどの複雑
な濃厚な香り。熟した果実に胡椒のニュア
ンス、力強いタンニンとよく溶け合った、しっ
かりした骨格が感じられるワインです。

バブルス

チョーク・ヒル・ブルー

プルミエ・クリュ

エクストラ・ブリュット

カベルネ・ソーヴィニヨン

テラ　ブリュット プルミエ・クリュ　

フレールジャン・フレール

コロンバール、シャルドネ

ゴールド受賞 ゴールド受賞

ゴールド受賞 ゴールド受賞

ゴールド受賞 ゴールド受賞

ゴールド受賞

ゴールド受賞

シルバー受賞
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17 参考小売価格： OPEN 18 参考小売価格： ¥1,400
N.V. 規格： 750ｍｌ/12本 N.V. 規格： 750ｍｌ/12本

産地 産地　ロワール

ブドウ品種 ブドウ品種

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

19 参考小売価格： ¥1,600 20 参考小売価格： ¥1,600
2017 規格： 750ｍｌ/12本 2017 規格： 750ｍｌ/12本

産地 産地

ブドウ品種 ブドウ品種

JAN: 4995205510408 JAN: 4995205510415
商品コメント 商品コメント

21 参考小売価格： ¥2,600 22 参考小売価格： ¥1,040
2014 規格： 750ｍｌ/12本 2017 規格： 750ｍｌ/12本

産地 産地

ブドウ品種 ブドウ品種

JAN: 4995205530819 JAN: 4995205522562
商品コメント 商品コメント

23 参考小売価格： ¥1,840 24 参考小売価格： ¥2,800
2014 規格： 750ｍｌ/6本 2017 規格： 750ｍｌ/12本

産地 産地
イタリア　カラブリア オーストラリア

ブドウ品種 ブドウ品種

JAN: 4995205522630 JAN: 9319355200418
商品コメント 商品コメント

フランス ロワールフランス シャンパーニュ

フランス ラングトックフランス ラングトック

メルロー、カベルネ・ソーヴィニヨン

カベルネ・ソーヴィニヨン シャルドネ

ピノ・ムニエ70％、シャルドネ30％ アイレン、コロンバール

イタリア カラブリアフランス モンターニュ・サンテミリオン

溌剌とした泡と爽快な酸味が口の中で膨ら
む。グレープフルーツ、キンカン、ライムなど
柑橘系主体の香り。余韻にミネラルが感じら
れ、シャープな締めくくりをお楽しみいただ
けます。

淡い黄金色。持続力のある美しい泡立ちに、
花や林檎、西洋梨のフルーティな香りと爽や
かな喉越しの後に、シトラスの仄かな味わい
が長い余韻をもたらします。

フルボティで、リッチなタンニンを楽し
むことができるワインです。栗樽で熟成
され独特の樽香が感じられます。

ガリオッポ、グレコネロ リースリング100％

ｲﾝｿﾞﾘｱ、ﾏﾙｳﾞｧｼﾞｱ、ｸﾞｧﾙﾄﾞｳﾞｧﾚ

アッシュブルックはマーガレットリヴァーで最
初にリースリングを植えた生産者として知られ
ています。フリーランで造られたこのリースリン
グは、フローラルのアロマとエレガンスで、風
味豊かな味わいです。

淡く明るいイエロー、トロピカルフルーツ
や花の香りが特徴です。しっかりとしたコ
クと酸味、樽香がリッチに感じられます。

カラブリアの伝統的な品種であるインゾ
リア他2種を使用し、フルーティで爽や
かな飲み口の微発泡ワインです。

紫かがった深みのある赤色。熟した果
実、丸みのあるアタック、綿密なタンニ
ン、調和のとれた余韻の長いワインで
す。

シャルドネ

レゼルヴ・ベルトミュー

ドメーヌ・ド・ヴィルジニ

濃いガーネット色で、完熟した果実の
豊の香り、わずかにバニラやスパイスを
感じます。口当たりがよく、バランスの
大変良いワインです。

ブリュット リュニヴェルセル ブリュット シャルマー

グランダンバロン・アルベール

カベルネ・ソーヴィニヨン

レゼルヴ・ベルトミュー

ドメーヌ・ド・ヴィルジニ

ビアンコ

アンフィシア・ヴィバーチェ

カンティーネ・ラヴォラータ

モンターニュ・サンテミリオン

シャトー・プレザンス

デュクール

リースリング

アッシュブルック

ビヴォンジ・ロッソ・リゼルバ

カンティーネ・ラヴォラータ

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 シルバー受賞

シルバー受賞
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25 参考小売価格： ¥2,500 26 参考小売価格： ¥2,400
2016 規格： 750ｍｌ/12本 NV 規格： 750ｍｌ/6本

産地 産地
オーストラリア イタリア ヴェネト

ブドウ品種 ブドウ品種

JAN: 9319355200432 JAN: 8011204003782
商品コメント 商品コメント
冷涼な早朝に手摘みにて収穫後すぐに圧
搾を行います。発効は約4週間程自然酵母
を使い、ステンレスタンクにて丁寧に澱引き
をします。エレガントでフルーティ感が味わ
えます。

美しいロゼ色。赤スグリや木苺の香りが
印象的。
程よい酸と果実味のバランスが良く、
木苺やブルーベリーを想わせる心地良
い余韻が感じられます。

セミヨン100％

ロゼ エクストラ・ドライ

カベルネ・ソーヴィニヨン、ラボーゾ他

セミヨン

アッシュブルック　 アンナ・スピナート

シルバー受賞 シルバー受賞
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