
SAKURA AWARD 2017受賞ワイン一覧

1 ヴィニテラ 参考小売価格： ¥8,000 2 シャトー・ドゥ・ヴァルコンブ 参考小売価格： ¥3,700
ｼﾝｸﾞﾙ･ｳﾞｨﾝﾔｰﾄﾞ 2013 規格： 750ｍｌ/6本 ｴﾁｹｯﾄ･ﾌﾞﾙｰ 2013 規格： 750ｍｌ/12本
ﾏﾙﾍﾞｯｸ 産地 ｺｽﾃｨｴｰﾙ･ﾄﾞ･ﾆｰﾑ 産地

アルゼンチン フランス　コート・デュ・ローヌ

ブドウ品種 ブドウ品種
マルベック100％ シラー100％

JAN: 7798051301346 JAN:　4995205516202
商品ｺﾒﾝﾄ 商品ｺﾒﾝﾄ

3 シャトー・ドゥ・ヴァルコンブ 参考小売価格： ¥2,000 4 ｼｬﾝﾊﾟｰﾆｭ･ﾛﾝﾊﾞｰﾙ 参考小売価格： ¥8,000
ﾄﾗﾃﾞｨｼｮﾝ 2015 規格： 750ｍｌ/12本 ﾌﾞﾘｭｯﾄ ｸﾞﾗﾝｸﾘｭ ﾐﾚｼﾞﾒ 2008 規格： 750ml/6本
ｺｽﾃｨｴｰﾙ･ﾄﾞ･ﾆｰﾑ 産地 産地

フランス　コート・デュ・ローヌ フランス　シャンパーニュ

ブドウ品種 ブドウ品種
シラー、グルナッシュ シャルドネ80％、ピノ・ノワール20％

JAN: 4995205510804 JAN: 4995205527949
商品ｺﾒﾝﾄ 商品ｺﾒﾝﾄ

5 バデクレマン 参考小売価格： ¥1,700 6 カンティーナ・トロ 参考小売価格： ¥2,600
レ・ジャメル　ピノ・ノワール 2015 規格： 750ｍｌ/12本 ペコリーノ　 2016 規格： 750ｍｌ/6本

産地 テッレ　ディ　キエティ 産地
フランス　ラングドック イタリア　アブルッツォ州

ブドウ品種 ブドウ品種
ピノ・ノワール100％ ペコリーノ100％

JAN: 3525490010232 JAN: 4995205517421
商品ｺﾒﾝﾄ 商品ｺﾒﾝﾄ

7 アッシュブルック　エステート 参考小売価格： ¥2,800 8 ビーニャ　ラ　ロサ 参考小売価格： ¥3,500
シラーズ 2013 規格： 750ｍｌ/12本 ドン　レカ　キュヴェ 2013 規格： 750ｍｌ/12本

産地 産地
オーストラリア　西オーストラリア州 チリ　

ブドウ品種 ブドウ品種
シラーズ100％ メルロ52％、カベルネS25％、シラー18％、カルメネール5％

JAN: 9319355200401 JAN: 7802821005904
商品ｺﾒﾝﾄ 商品ｺﾒﾝﾄ

深い赤紫色。香りは赤いフルーツやプラ
ム、新樽で寝かせる為、たばこやチョコ
レートのような複雑味も感じられます。
味わいは主に、フルーツの入り混じった
ような味わいと同時に樽香もします。余
韻は素晴らしく、フルーツの香りや樽香
が長く続きます。

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。

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。

黄金色に光り輝くローブ、きめ細かい泡。
柑橘系とヴィエノワズリーのエビスの繊細
さを兼ね備える完璧な香りです。ジン
ジャー、洋ナシ、トーストのアロマのハー
モニーはリッチでエレガントです。

平均樹齢10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75％、オーク新
樽25％で平均9か月行われます。フローラ
ルな香りと軽快な酸味と果実味とのバラン
スが良い商品です。

緑色がかった黄色。花の香りがかすかに香り、
シトラス、トロピカルフルーツ、白桃やマンゴーの
爽やかな香りが漂い、実に上品な余韻が続きま
す。フレッシュでフルティーな香りと味わいのバ
ランスをお楽しみいただけます。

良質な酵母を使用し、ステンレスタンクで18か
月発酵後、フランス産の新オーク樽で熟成。
更に18か月間瓶熟成を行った後、出荷されま
す。スパイシーさ、ペッパー、プラムを感じさせ
る味わいです。

フランス産新樽にて12か月熟成。プラムやイ
チジクのほか、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。チーズハンバーグやスペア
リブ、照り焼きなどとよく合います。

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 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＆

ダブルゴールド受賞

3月30日

入船予定

特別賞「寿司」・「天ぷら」・「寄せ鍋」＆

ダブルゴールド受賞
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9 シャンパーニュ・ロンバール 参考小売価格： ¥10,000 10 ヴーヴ・アンバル 参考小売価格： OPEN
ブリュット　ナチュレ　 N.V. 規格： 750ｍｌ/6本 ヴーヴ　ドゥヴィル　ブリュット N.V. 規格： 750ｍｌ/12本
レ・メニル・シュール・オジェ　グラン・クリュ 産地 産地

フランス　シャンパーニュ フランス

ブドウ品種 ブドウ品種
シャルドネ100％ アイレーン100％

JAN: 4995205527970 JAN: 4995205525839
商品ｺﾒﾝﾄ 商品ｺﾒﾝﾄ

11 UG ボルドー 参考小売価格： ¥2,200 12 ヴィニテラ 参考小売価格： ¥3,500
バロン　ヴァラー　 N.V. 規格： 750ｍｌ/12本 セレクト　マルベック 2013 規格： 750ｍｌ/12本
クレマン　ド　ボルドー　ブリュット 産地 産地

フランス　ボルドー アルゼンチン

ブドウ品種 ブドウ品種
セミヨン90％、カベルネ・フラン10％ マルベック100％

JAN: 4995205527727 JAN: 4995205524825
商品ｺﾒﾝﾄ 商品ｺﾒﾝﾄ

13 ヴィニテラ 参考小売価格： ¥1,600 14 カンティーナ・トロ 参考小売価格： ¥3,100
テラ　 2015 規格： 750ｍｌ/12本 カジオーロ　モンテプルチアーノ　 2011 規格： 750ｍｌ/6本
カベルネ・ソーヴィニヨン 産地 ダブルッツォ　リゼルバ 産地

アルゼンチン イタリア　アブルッツォ州

ブドウ品種 ブドウ品種
カベルネ・ソーヴィニヨン100％ モンテプルチアーノ100％

JAN: 4995205524863 JAN: 4995205517391
商品ｺﾒﾝﾄ 商品ｺﾒﾝﾄ

15 シャンパーニュ 参考小売価格： OPEN 16 シャンパーニュ 参考小売価格： OPEN
バロン・アルベール N.V. 規格： 750ｍｌ/12本 バロン・アルベール N.V. 規格： 750ｍｌ/12本
トラディション 産地 ジャン　デュクレール　トラディション 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・ムニエ70％、シャルドネ25％、ピノ・ノワール5％ ピノ・ムニエ70％、シャルドネ25％、ピノ・ノワール5％

JAN: 3384250003330 JAN: 4995205520605
商品ｺﾒﾝﾄ 商品ｺﾒﾝﾄ

とても深みのある紫がかった赤色です。香りは複雑
味があり、熟した赤いフルーツのようで、マルベック
の特徴を現しています。長い時間、樽で寝かせてい
るので、スパイスとドライフルーツのような上品な香り
もします。味わいは、ジューシーで飲みやすく、滑ら
かで優しいタンニンが感じられ、熟成したマルベック
となっています。

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。
 

メリハリのあるダイナミックな渋味と、それを包
むまったりとした濃さ。濃厚な果実味とかすか
な酸味が心地よいワインです。

きめ細かい泡。パールのかかったローブ、柑橘
系、特にライムのアロマとカリカリと塩っぽいミネ
ラル感が特徴です。牡蠣、手長海老、蟹などと
相性抜群です。

白ぶどうだけで造られたフレッシュさを楽しめる
ヴァン・ムスーです。
リズミカルに立ちのぼる泡がはじけると、心地よ
い白桃や熟したキウイのような果実の香りが鼻
先をくすぐります。

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。

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。

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と爽やかな酸味をお
楽しみいただけます。

ゴールド受賞 ゴールド受賞

ゴールド受賞 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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17 ソレヴィ 参考小売価格： ¥1,700 18 メゾン オリヴィエ トリコン 参考小売価格： OPEN
グレイマン　ブリュット N.V. 規格： 750ｍｌ/12本 シャブリ 2015 規格： 750ml/12本

産地 産地
フランス フランス　シャブリ

ブドウ品種 ブドウ品種
アイレーン80％、ユニ・ブラン20％ シャルドネ100％

JAN: 3191010040111 JAN: 4995205526652
商品ｺﾒﾝﾄ 商品ｺﾒﾝﾄ

19 ヴーヴ・アンバル 参考小売価格： ¥1,500 20 バデ クレマン 参考小売価格： ¥1,600
シャルル　ルー　ブリュット N.V. 規格： 750ｍｌ/12本 レ・ジャメル　シャルドネ 2015 規格： 750ｍｌ/12本

産地 産地
フランス フランス　ラングドック

ブドウ品種 ブドウ品種
アイレーン100％ シャルドネ100％

JAN: 4995205523613 JAN: 3525490015763
商品ｺﾒﾝﾄ 商品ｺﾒﾝﾄ

21 バデ クレマン 参考小売価格： ¥1,600 22 バデ クレマン 参考小売価格： ¥2,200
レ・ジャメル　メルロ 2015 規格： 750ｍｌ/12本 レ・ジャメル　メトード　 N.V. 規格： 750ｍｌ/6本

産地 トラディショネル　ブリュット 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％ シャルドネ80％、ピノノワール20％

JAN: 3525490010010 JAN: 3525490016203
商品ｺﾒﾝﾄ 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。

フランスのエスプリを感じるヴァン・ムスー。
白ぶどうだけを使用した清楚で爽快なブラ
ン・ド・ブラン。ピュアでクリーンな泡と白桃
やゴールデン・キウイのような甘い果実の風
味がグラスから弾けます。

澄んだ黄金色でフルボディ。花と樽の香りが
広がり、上品で爽やかな味わいをお楽しみい
ただけます。

みずみずしいハーブの香りとスッキリとした味
わいが口の中にひろがります。ほのかに残る
甘いニュアンスが心弾む食事へと誘惑しま
す。

平均樹齢20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65％、オーク新樽
35％にて行われます。黄色い果実やヴァニラ
の様な香りと穏やかな酸味が特徴です。

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。

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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