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1 2 3 4 5 6 7 8

赤 白 赤 白 白 赤 白 ロゼ

商
品
イ
メ
ー

ジ

品名
アルガーノ　フォーゴ

（アルガの火）
アルガーノ　ヴェント
　 （アルガの風）

アルガーノ　クラン
（アルガの族）

アルガブランカ
クラレーザ

ディスティンタメンテ

アルガーノ
ゴッタシデロシオ

　（アルガの露の滴）

アルガーノ　モンテ
　（アルガノ山）

アルガーノ　ボシケ
　（アルガの林）

アルガーノ
露是（ロゼ）

生産者 勝沼醸造 勝沼醸造 勝沼醸造 勝沼醸造 勝沼醸造 勝沼醸造 勝沼醸造 勝沼醸造

国名 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本

地方・クラ
ス

山梨県 山梨県甲州市 山形・山梨 山梨県甲州市 山梨県 山梨県 山梨県 山梨県

年号 NV NV 2019　/　2019 2019　/　2019 2016 NV 2017 2016

ぶどう品種
マスカット･ベリーＡ

アリカントブラック・ク
イーン

甲州
マスカット・ベリーＡ

カベルネ･ソーヴィニョン
甲州 甲州 マスカット・ベリーＡ 甲州 マスカットベーリーA

容量 750/1800 750/1800 375/750 375/750 750 750 750 750

納入価格 1,300/2,600 1,300/2,600 1,000/1,800 1,000/1,600 1,800 2,400 2,400 2,400

テイスト ライト 辛口 ミディアム 辛口 甘口 ミディアム 辛口 辛口

商
品
説
明

日本人の繊細な味覚に合
い、料理と共に味わう食
中酒として、控えめで優
し
い味わいを大切にしまし
た。弊社の赤ワインの魅
力を最も気軽に味わえる
ワインです。香り豊かで
すっきりした印象です。

繊細な日本人の味覚と料
理との相性を大切にした
ワインです。白ワインの
魅力を最も気軽に味わえ
るワインです。香り豊か
で、すっきりした印象で
す。良く冷やしてお楽し
みください。

ステンレスタンク内で発
酵したマスカット・ベ
リーAとカベルネ・ソー
ヴィニヨンをブレンドし
ました。ブラックベ
リー・イチゴのような香
りを持ち、しっかりした
酸とタンニンが調和され
ており、飲み心地の良い
印象です。

ステンレスタンク内で発
酵熟成したワインの中か
らタンクを選抜しブレン
ドしました。柑橘類・ナ
シ・白い花のような香り
を持ち、バランスが整っ
てり若々しい印象です。

ステンレスタンク内で発酵し
ました。カリン・みかんのよ
うな香りを持ち、酸味がしっ
かりしているため後口はすっ
きりした印象です。

樽熟成したマスカット・
ベリーＡの中から選抜し
ブレンドしました。ラズ
ベリーなどの赤い果実・
シナモンなど甘いスパイ
スのような香りを持ち、
丸いタンインはチャーミ
ングな印象です。

ステンレスタンク内で発
酵熟成したワインの中か
らタンクを選抜しブレン
ドしました。グレープフ
ルーツ・パッションフ
ルーツのような香りを持
ち、熟したフルーツを感
じる味わいがふくよかで
華やかな印象です。

マスカット・ベーリーＡ
のジュースを木樽内で発
酵しました。いちご・バ
ラの花びらのような香り
を持ち、後味の心地よい
苦味により食欲がそそる
印象です。

スクリューキャップ スクリューキャップ スクリューキャップ／コルク スクリューキャップ ゴルク スクリューキャップ スクリューキャップ コルク

山梨

乾酒店 国産ワインリスト



　　　　　　　　　　　　　　　

9 10 11 12 13 14 15 16

赤 白 白 赤 白泡 白 赤果汁 白果汁

商
品
イ
メ
ー

ジ

品名
アルガ　レティーロ

カ タベント
（アルガの風見鶏の庵）

アルガブランカ　ピッパ
（ 樽醸造のアルガの白 ）

アルガブランカ 　ヴィニャル
イセハラ

（イセハラ圃場のアルガの
白）

アルガ　アルカサール
641

（アルガの宮殿、無方
庵）

アルガブランカ　ブリリャン
テ

（アルガの白、燦然と輝くダイヤモン
ド）

アルガブランカ　ドース
（ 甘口のアルガの白 ）

アルガーノ
ストレート葡萄果汁

赤

アルガーノ
ストレート葡萄果汁

白

生産者 勝沼醸造 勝沼醸造 勝沼醸造 勝沼醸造 勝沼醸造 勝沼醸造 勝沼醸造 勝沼醸造

国名 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本

地方・クラ
ス

山梨県 山梨県 山梨県笛吹市 山梨県 山梨県勝沼町 山梨県勝沼町 山梨県 山梨県

年号 2018 2017 2017 2017 2016 2019

ぶどう品種 マスカット・ベリーＡ 甲州 甲州 マスカット・ベーリーＡ 甲州 甲州 黒色系ぶどう 甲州

容量 750 750 750 750 750 375 750 750

納入価格 3,400 3,600 5,000 5,000 4,500 3,200 1,200 1,300

テイスト
ミディアムボディ

（自社畑/セカンド）
辛口　（樽醗酵・瓶熟成） やや辛口　（特定畑）

ミディアムボディ
  （自社畑・ファースト）

辛口　（発泡酒） 極甘口（デザート） ノンアルコール ノンアルコール

商
品
説
明

樽熟成したマスカット・
ベリーAの中から8～10樽
選抜しブレンドしたセカ
ンドワインです。ブラッ
クチェリーや紅茶のよう
な香りを持ち、ぶどう本
来のバランスを持った素
直な印象です。

木樽内で発酵熟成した後、
さらに瓶内で熟成を重ねま
した。レモン・黄色い花の
ような香りを持ち、オーク
がワインに馴染んでいて滑
らかで酸味が新鮮な印象で
す。

イセハラ圃場から収穫したぶ
どうをステンレスタンク内で
発酵熟成しました。ピーチ・
ライム・白い花のような香り
を持ち、より強いアロマと重
厚感を持ちエレガントな印象
です。

樽熟成したマスカット・
ベリーＡの中から4樽～5
樽選抜しブレンドした
ファーストワインです。
ブラックチェリーや紅茶
のような香りを持ち、ぶ
どう本来のバランスを
持った素直な印象です。

ステンレス内で発酵後、瓶内
で二次発酵をしました。シト
ラス・レモンもような香りを
持ち、繊細な泡は活力があり
爽やかな印象です。

ぶどう果汁を濃縮し、ス
テンレスタンク内で発酵
熟成しました。オレンジ
ピール・ハチミツのよう
な香りを持ち、極甘口で
す。酸味がしっかりして
いるため後味はすっきり
した印象です。

太陽の光をたっぷり浴
びて育った色付きの良
い黒色系ぶどうを厳選
し、搾汁してそのまま
瓶詰めしました。ぶど
うの皮の酸味や渋さが
あり、甘さ控えめの大
人向き。ウォッカ　と
ライムを使ったカクテ
ルは最高です。

ぶどう王国『勝沼』を
代表する日本固有の品
種“甲州”。そのぶど
うをワイン
醸造技術を用いて搾り
たての風味をそのまま
ボトルに詰めました。
甲州ぶどう特有のさわ
やかな酸味と優しい甘
みの飲みやすい味わい
に仕上がりました。

コルク コルク コルク コルク コルク コルク スクリューキャップ スクリューキャップ

山梨

乾酒店 国産ワインリスト



　　　　　　　　　　　　　　　
17 18 19 20 21 22 23 24

赤 白 白泡 赤 白 赤 白 白泡

商
品
イ
メ
ー

ジ

品名 北海道ツヴァイゲルト 北海道ケルナー
高畠ワイン嘉

スパークリング　シャルドネ
蔵王スターワイン　赤 蔵王スターワイン　白

朝日町ワイン
山形マスカットベーリーＡ

朝日町ワイン
山形ナイアガラ　辛口

朝日町　スパークリング
デラウェア　　白

生産者 北海道ワイン　 北海道ワイン　 高畠ワイン タケダワイナリー　 タケダワイナリー　 朝日町ワイン　 朝日町ワイン　 朝日町ワイン　

国名 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本

地方・クラス 北海道 北海道 山形 山形 山形 山形 山形 山形

年号

ぶどう品種 ツヴァイゲルト100％ ケルナー100％ シャルドネ100％ マスカット･ベリーA
デラウェア、マスカットベー

リーA
マスカットベーリーＡ ナイアガラ デラウェア

容量 720 720 750 720 720 720 720 750

納入価格 1,300 1,300 1,708 1,330 1,330 1,217 1,217 1,387

テイスト 辛口 辛口 辛口 辛口 辛口 辛口 辛口 辛口

商
品
説
明

オーストリア原産のぶどう
品種ツヴァイゲルトを使
用。程よい果実味とタンニ
ンがあり、バランスのいい
味わいに仕上がっていま
す。

寒冷地での栽培に適した
ドイツ原産品種ケルナー
を余市にて栽培。フルー
ティで濃醇な果実味と爽
やかな酸味が特徴。

高畠ワインの代表銘柄。キレ
のある辛口スパークリングワ
インです。

山形県産マスカット･ベ
リーA種100％。赤い果
実の香り、フレッシュな酸
とタンニンのバランスがと
てもよく、飲みやすい赤ワ
インです。
※在庫ある限り

完熟したデラウェア種
70％、ベリーＡ種30％を
使用。しっかりした果実香
やフレッシュな酸が心地よ
くバランスのとれた味わ
いです。
※在庫ある限り

ぶどうの持つ旨味をより
多く残すために、濾過せず
に瓶詰めしました。マス
カットベリーＡの旨味をぜ
ひご賞味ください。
※在庫ある限り

マスカットやパイナップ
ル、ハーブのアロマが優し
く広がる。軽やかな酸味
のバランスの良いお食事
にお薦めの辛口白ワイン
です。
※在庫ある限り

山形県産１００％のデラ
ウェア種を低温発酵・低温
熟成させたフレッシュな果
実の香りとすっきりとし
た味わいの辛口スパーク
リングワイン。

コルク コルク コルク コルク コルク コルク 王冠

北海道 山形

乾酒店 国産ワインリスト（県別）



25 26 27 28 29 30 31 32

白 赤 白 白 赤 白 赤 白

商
品
イ
メ
ー

ジ

品名
フェルミエ　フェルミエ
田園　新潟シャルドネ

フェルミエ
夕陽　新潟カベルネ・メル

ロー

マンズワイン
山梨甲州　樽熟成

くらむぼんワイン
ソルルケト甲州

丸藤葡萄酒
ルバイヤート　ワイン　赤

丸藤葡萄酒
ルバイヤート　ワイン　白

フジッコワイナリー
フジクレール　ルージュ

フジッコワイナリー
フジクレール　ブラン

生産者 フェルミエ フェルミエ マンズワイン くらむぼんワイン 丸藤葡萄酒工業 丸藤葡萄酒工業 フジッコワイナリー フジッコワイナリー

国名 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本

地方・クラス 新潟 新潟 山梨 山梨 山梨 山梨 山梨 山梨

年号 2019

ぶどう品種 シャルドネ
カベルネ　ソーヴィニヨン

メルロー
甲州 甲州

マスカットベーリーＡ
メルロー主体

甲州
デラウエア

マスカット・ベリーA他
甲州

シャルドネ
他

容量 750 750 720 720 720/1800 720/1800 720 720

納入価格 3,600 3,600 1,143 1,231 1,243/2,520 1,243/2,520
1,200/2,330

次回入荷分より
1,300/2,330

1,200/2,330
次回入荷分より
1,300/2,330

テイスト 辛口 なめらかな中重口 やや辛口 辛口 辛口 辛口 辛口 辛口

商
品
説
明

新潟産シャルドネから醸
す芳醇辛口白ワイン。
フレンチオーク樽の香りも
控えめにすっきりした優し
い味わい。

エチケット原画は、貼絵画
家深町めいしゅう氏の「田
園」

新潟カベルネ・ソーヴィニヨ
ンとメルローから醸すフレン
チオーク樽で熟成させた赤ワ
インです。
ベリー系果実の優しい香りと
味わいのミディアムボディ。

エチケット原画は、貼絵画家
深町めいしゅう氏の「夕陽」

山形県産甲州種100%使
用。フリーラン果汁とプレ
スラン果汁をブレンドして
醸造した、バランスのよい
味わい。樽熟成により複
雑性を付与しました。

レモンや柚子のような柑
橘香が爽やかで、フレッ
シュな果実味が特徴的
な、すっきりとした辛口で
す！

※次回入荷分よりリ
ニューアル1,528円に価
格改定

軽い口当たりで飲みやす
く、果実味やタンニンも穏
やかで、普段の食事や
BBQなどに合わせて気軽
に楽しめる赤ワイン。少し
冷やして飲むのがオスス
メ

爽やかな口当たりの中に
も、かすかに感じる複雑な
味わいは複数年ブレンド
によるもの。料理と合わ
せて気軽に楽しめる白ワ
イン。

山梨県産原料ブドウを
100%使用し、普段の食
事に幅広く合わせられる
ようバランス良くブレンド
したワインです。柔らかな
飲み口で渋味、酸味、葡萄
の香りが優しく溶け合っ
ています。

みかんの様な柑橘の香
り、パイナップルのような
華やいだ香り、柿のよう
な甘い香りを感じ、果実
香に富んでいます。味わ
いも果実のジューシーさ
と程良いボリューム感を
感じ、飲み応えがありま
す。バランスが良いので、
料理を引き立ててくれま
す。

コルク コルク スクリューキャップ コルク コルク コルク コルク コルク

新潟 山梨

乾酒店 国産ワインリスト



　　　　　　　　　　　　　　　長野
33 34 35 36 37 38 39 40

白 赤 白泡 赤 白 赤 赤 白

商
品
イ
メ
ー

ジ

品名 竜眼
丹波ワイン
小式部　赤

丹波ワイン てぐみ
白泡

金徳葡萄酒
マスカットベリーＡ

金徳葡萄酒　デラウェア 神戸ワイン　セレクト　赤 神戸ワイン　メルロ　甘口
神戸ワイン　セレクト　白

辛口

生産者 スイス村ワイナリー 丹波ワイン 丹波ワイン 河内ワイン 河内ワイン 神戸ワイン 神戸ワイン 神戸ワイン

国名 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本

地方・クラス 長野 京都 京都 大阪 大阪 神戸 神戸 神戸

年号

ぶどう品種 善光寺竜眼 マスカット・ベリーＡ
デラウェア

甲州
マスカットベリーＡ デラウェア

神戸産カベルネソーヴィニヨン
メルロ

メルロ― 神戸産シャルドネ100％

容量 720 720 330 750 1800 720 720 720

納入価格 1,250 1,400 730 1,700 2,000 1,300 1,300 1,300

テイスト やや辛口 中口 辛口 辛口 辛口 ライトボディ 甘口 辛口

商
品
説
明

長野県特産のワイン専用
ぶどうを100％使用して
います。やや甘口ですが、
溌剌したスッキリタイプの
白ワインです。

国産マスカットベリーＡを
100％使用し木樽で熟
成。果実香と控えめな渋
みがバランスよく全体を
引き締めています。

ぶどう本来の複雑味や果
実味、酵母の香りが豊か
で、ほんのり濁り、わずか
な炭酸ガスを感じる蔵か
らの酌み出しワインです。

果実味豊かなマスカット
ベリーAを主体とした赤ワ
イン。華やかな果実の香
り、軽やかな口当たりと爽
やかに広がる余韻。控え
目なタンニンとバランス
のとれた味わいは飲みや
すく、飽きのこない１本。

地元駒ヶ谷産ﾃﾞﾗｳｪｱをﾌ
ﾚｯｼｭさを生かして15℃の
低温で発酵。若々しい酸
味がｷﾘｯと引き締まったﾌ
ﾙｰﾃｨな白ワイン。

風味の繊細な和食や日本の
食材と合わせやすいよう、穏
やかでやさしい味わいに仕上
げました。
 芳醇でまろやかな味わいに
なりさらに美味しくなった神
戸ワイン・セレクトです。

神戸産メルロ―100％。華
やかなベリー系の甘い風味
と豊かな果実味。毎日のお
食事にお勧め。美容効果が
期待できるポリフェノール
たっぷり。

風味の繊細な和食や日本
の食材と合わせやすいよ
う、穏やかでやさしい味わ
いに仕上げました。
爽快感の辛口。フレッシュ
な味わいに洋梨やリンゴ
のフレーバーがグラスか
らあふれます。軽快なミネ
ラルと伸びやかな酸味が
広がります。 手作業に
よって生まれる「和」のワ
イン。

スクリューキャップ コルク スクリューキャップ コルク コルク スクリューキャップ スクリューキャップ スクリューキャップ

京都 大阪 兵庫

乾酒店 国産ワインリスト（県別）



　　　　　　　　　　　　　　　 広島
41 42 43 44 45 46

白 赤 白 赤 白 赤

商
品
イ
メ
ー

ジ

品名
神戸ワイン　セレクト　白

甘口
神戸ワイン　エクトラ　赤 神戸ワイン　エクトラ　白 奥出雲ワイン　赤 杜のワイン　白

ＴＯＭＯＥ
マスカットベリーＡ

生産者 神戸ワイン 神戸ワイン 神戸ワイン 奥出雲葡萄園 奥出雲葡萄園 広島三次ワイナリー

国名 日本 日本 日本 日本 日本 日本

地方・クラス 神戸 神戸 神戸 長野 島根 広島

年号

ぶどう品種
神戸産シャルドネ
シナノリースリング

神戸産カベルネソーヴィニヨ
ン

メルロ
神戸産シャルドネ100％

ブラックペガール
欧州系赤品種

山葡萄系赤品種

ホワイトペガール
セイベル9110

マスカットベリーＡ

容量 720 720 720 750 750 750

納入価格 1,300 1,800 1,800 1,750 1,800 1,500

テイスト やや甘口 ミディムボディ 辛口 辛口 辛口 辛口

商
品
説
明

風味の繊細な和食や日本
の食材と合わせやすいよ
う、穏やかでやさしい味わ
いに仕上げました。
 柑橘系の香りがありフ
ルーツのやさしい甘みを
感じるやや甘口タイプの
ワインです。
 手作業によって生まれる
「和」のワイン。

カベルネソーヴィニヨンの
強い渋味とボディ感、メル
ロの柔らかな渋味と華や
かな香りが見事に調和し
た複雑な味わい。その酸
味と渋味の微妙なバラン
スは本格的です。ブドウの
香りと果実味を大切にし
たこだわりの低温発酵、
木樽熟成、低温充填によ
る芳醇な香りとバランス
が特徴です。メルロの華
やかな香りとカベルネ
ソーヴィニヨンのボディ感
が優雅に調和した味わい
が特長です。

木樽で熟成させたやや辛
口のワイン。果実感のしっ
かりした華やかな香りと
すっきりした酸味です。
 華やかで上品な香りと、
繊細な酸味が優雅に調和
したやや辛口タイプです。

ブドウの香りと果実味を
大切にしたこだわりの低
温発酵、低温充填による
芳醇な香りと上品な酸味
の調和が特徴です。

山葡萄交配品種の赤葡萄
と欧州系赤品種をブレン
ド。やわらかな渋みと特有
の酸味、山葡萄らしい野
趣に富んだ味わいのワイ
ンです。
ライト〜ミディアムボディ
の辛口赤ワインです。

山葡萄交配品種のホワイ
トペガールとセイベル
9110を使用。青リンゴの
香り、いきいきとした酸を
感じるフレッシュな味わい
の辛口白ワインです。

三次産マスカット・ベリー
Aをステンレスタンクで低
温発酵した後、マロラク
ティック発酵を行い優し
い口当りの味わいに仕上
げました。 マスカット・ベ
リーA特有の甘い華やか
な香りが印象的。

スクリューキャップ コルク コルク コルク コルク コルク

島根兵庫

乾酒店 国産ワインリスト（県別）



　　　　　　　　　　　　　　　
47 48 49 50 51 52 53 54

商
品
イ
メ
ー

ジ

品名
ラ　セレクション

ルージュ
モンカロ　マルケ
サンジョベーゼ

カンフォ
テンプラニーリョ　ホーベン

ディービー
シラーズ・カベルネ

キュヴェ　ド
ミシャール　レッド

ロスガンソス
カベルネ・ソーヴィニヨン

コノスル　メルロー
 ビシクレタ

ブエノス  ディアス
カベルネソーヴィニヨン

生産者 ピエール　ラモット モンカロ ボデカス・カンポス・レアレス デ　ボルトリ ＬＧＩ生産者組合 ヴィーニャ・コノスル ヴィーニャ・コノスル ホルヘ・マルチネス

国名 フランス イタリア スペイン オーストラリア フランス チリ チリ チリ

地方・クラ
ス

ヴァン　ド　フランス IGTマルケ DO　ラ　マンチャ ラングドック　ルーション セントラル・ヴァレー セントラル・ヴァレー セントラルバレー

年号 NV 2018 2019 2018 2018 2019 2019 2017

ぶどう品種
グルナッシュ
カリニャン

シラー

サンジョヴェーゼ85％
モンテプルチャーノ15％

テンプラニーリョ100％
シラーズ

カベルネソーヴィニヨン
グルナッシュ50％
カリニャン50％

カべルネソーヴィニヨン85 %
プティヴェルド5 %
カベルネフラン4 %

マルベック4 %
ガルナッチャ2 %

メルロー85 %
ガルナッチャ6 %

テンプラニーリョ5 %
シラー2 %

プティヴェルド1 %
アスピラン・ブーシェ1%

カベルネソーヴィニヨン85％
カルメネール15％

容量 750 750 750 750 750 750 750 750

納入価格 680 690 700 700 740 750 750 750

テイスト ライト ミディアムライト ミディアム ミディアム ミディアムライト ミディアムフル ミディアムフル ミディアムフル

商
品
説
明

確かな醸造技術と斬新なアイ
デアで世界のワイン市場で躍
進するＬＧＩ社が手がけるフ
ルーティでバランスの良い味
わいもワイン

イタリアワインコンクールで
最多受賞を誇るモンカロ社
の定番ワイン、お手頃価格で
も安定した高品質、果実味と
優しい飲み口で人気のワイン

スペインワインの大産地ラ・、
マンチャを代表する企業カン
ポス社が造る、しっかりした
凝縮感と細やかなタンニンが
魅力のワイン

デ・ボルトリ社は100％家族
経営の企業で、オーストラリ
アで最も大きく、最も古いワ
イン会社の一つです。レッド
チェリーとカシスの風味がき
れいな層を成し、しなやかな
タンニンが果実味とオークの
風味に溶け込んで、味わいの
バランスを取っています。

『ワイン王国70号』5ツ星獲
特

確かな醸造技術と斬新なアイ
デアで世界のワイン市場で躍
進するＬＧＩ社が手がける重す
ぎずいろんな料理によく合
い、毎日飲みたくなるワイン

鮮烈なカシス、チェリー、プラ
ムの香りに、ミントやコショウ
などスパイスの香りが複雑性
を与えている。エレガントで
しっかりとした骨格を持つ、
果実味豊かで深い味わいの
ワイン。

「自転車ラベル」で有名な、チ
リ第2位の輸出量を誇るコノ
スル。黒みがかった濃いル
ビー色。鮮烈なラズベリーに
コーヒーやチョコレートの
ニュアンスが複雑性を与えま
す。滑らかで豊かなタンニン
と、いきいきとした果実味が
特徴。洗練された余韻が楽し
めます。

世界No.1 生産者が息を吹
き込んだカジュアルチリワイ
ン。口当たりソフト。でしっか
りとした果実味があり、なめ
らかでシルキーなタンニンと
完璧にバランスがとれていま
す。

BPA認証(BPA code
sustainable)この認証は
Wines of Chileというチリ
のワイナリーや農家の約
90％が参加する団体によっ
て管理・発行されています。

スクリューキャップ スクリューキャップ スクリューキャップ スクリューキャップ スクリューキャップ スクリューキャップ スクリューキャップ

フレンチオークとアメリカン
オークで発酵

樽熟成(有)

業務店様専用 業務店様専用 業務店様専用 業務店様専用 業務店様専用

赤

乾酒店 輸入ワインリスト 赤



　　　　　　　　　　　　　　　
55 56 57 58 59 60 61 62

商
品
イ
メ
ー

ジ

品名
レア　ヴィンヤ―ズ

カリニャン
シレーネ ロッソ

 コレクション
ピノノワール

イントルソ
オーガニック

レ・タンヌ　オクシタン
カベルネソーヴィニオン

アルタ
シラーズ/マルベック

ユー　バイ　ウンドラーガ
カベルネソービニオン

メルロー
ドゥカマッテオ

生産者 ＬＧＩ生産者組合 チートラ・ヴィーニ ボデガ・エル・エステコ フォアン　ジル ドメーヌ・ポール・マス カリア ウンドラーガ ドゥーカ・マッテオ・プリモ

国名 フランス イタリア アルゼンチン スペイン フランス アルゼンチン チリ イタリア

地方・クラ
ス

ランドックルーション テッレ・ディ・キエーティ I.G.T. カルチャキ・ヴァレー ムルシア州　フミリア I.G.P.ペイ・ドック サンファン DOセントラル・ヴァレー ヴェネトIGT

年号 2019 2018 2018 2018 2018 2018 2017 2016

ぶどう品種 カリニャン100％
モンテプルチアーノ70％

カベルネソーヴィニヨン20％
メルロー10％

ピノノワール100％ モナストレル100％ カベルネ・ソーヴィニヨン100％
シラーズ60％

マルベック40％
カベルネソーヴィニヨン100％

メルロー100％

容量 750 750 750 750 375/750 750 750 750

納入価格 780 790 840 850 680/880 950 960 980

テイスト ミディアム ミディアム ミディアムフル ミディアム ミディアム ミディアムフル ミディアムフル ミディアム

商
品
説
明

確かな醸造技術と斬新なアイ
デアで世界のワイン市場で躍
進するＬＧＩ社が手がけるス
ムースな飲み口と豊かな果実
の風味が様々な料理にマッチ
するワイン

イチゴの果実香にカカオや
チョコレートの香りも広がり
ます。柔らかい口当たりで適
度なチェリーの果実と旨味が
感じられます。程よいしまり
のある味わいです。

スミレやラズベリーの香り。
柔らかくビロードのような味
わい。フローラルなノートが
あり、フルボディの甘いタン
ニンが後味を爽やかに引き
締める。

驚きのコストパフォーマン
ス！スペインの土地の個性を
重視した、飲みやすさの中に
も凝縮感のあるオーガニック
ワイン

ワイナリーは世界トップクラ
スのドメーヌ・ポール・マス。
南仏、ラングドック地方のカ
ベルネ・ソーヴィニヨン
100％のワイン。豊かな果実
味と程よいタンニンが特徴。
肉料理によくあいます。
(2017)ﾊﾟﾘ農業ｺﾝｸｰﾙ
2018 金賞

アルゼンチン急成長のワイナ
リー、ボデガス・カリア。標高
630ｍ、アンデスの尾根で産
まれるグットバリューなアル
ゼンチンブレンド。赤系の干
しブドウやチェリーを思わせ
る香りと甘く優しい渋味があ
り、ふくよかで凝縮感のある
納得の1本です。 

ウンドラーガは、1885年マ
イポ・ヴァレーの中心地に設
立された、チリ最古のワイナ
リーの一つです。標高
1,700mの高地でつくる高
品質オーガニックワイン。しっ
かりとした果実味と心地よい
酸が特徴。コストパフォーマ
ンスにすぐれたワインです。

明るく輝きのあるルビーレッ
ド色、ベリーやスミレの香り
が心地よい、調和のとれた優
しい味わい。

スクリューキャップ スクリューキャップ スクリューキャップ スクリューキャップ スクリューキャップ

50%をオーク樽で6ヶ月熟成 オーク樽熟成　(20%)
20%のみオーク樽熟成
4-5カ月(2年目以降)

業務店様専用

ベルリンワイントロフィー　2018　金賞 金賞受賞 金賞受賞

有機栽培 リュット・レゾネ　

赤

乾酒店 輸入ワインリスト 赤



　　　　　　　　　　　　　　　
63 64 65 66 67 68 69 70

商
品
イ
メ
ー

ジ

品名
デュオ　デ　メ　メルロ

カベルネソーヴィニヨン
アルマグロ
レゼルバ

モンカロ　マルケ　ロッソ
　オーガニック

スピアー
カベルネソーヴィニヨン

ガバルダ　ウノ
ワインメーカーズ・ノート

カベルネ・シラーズ
シャトー　デ　ノージャン カンフォラレス　　シラー

生産者 ＬＧＩ
フェリックス　　リス

 アヴァンティス
モンカロ スピアー・ワインズ ボデガス　ガバルダ アンドリュー・ピース シャトー・ノージャン

ボデガス　カンポス
レアレス

国名 フランス スペイン イタリア 南アフリカ スペイン オーストラリア フランス スペイン

地方・クラ
ス

IGPペイドック バルデペーニャス IGT W.O.ウエスタン・ケープ カリニェナ
サウス・イースタン・

オーストラリア
AOCボルドー 　DOラマンチャ

年号 2019 2014 2018 2018 2017 2017 2015 2017

ぶどう品種
メルロ50％

カベルネソーヴィニヨン50％
テンプラニーリョ100％

サンジョヴェーゼ75％
モンテプルチャーノ25％

カベルネソーヴィニヨン85%
カベルネフラン15%

ガルナッチャ
シラー

シラーズ
カベルネソーヴィニヨン

メルロー70％
カベルネソーヴィニヨン30％

シラー100％

容量 750 750 750 750 750 750 750 750

納入価格 980 1,000 1,000 1,040 1,040 1,050 1,050 1,050

テイスト ミディアム ミディアムフル ミディアム ミディアムフル ミディアム ミディアム ミディアム ミディアム

商
品
説
明

メルローとカベルネソーヴィ
ニヨンのブレンド、フレッシュ
な果実味が魅力。metsはフ
ランス語で “お皿・料理” の
意、まさしく牛肉にも鶏肉に
も合わせやすい、親しみやす
い赤ワイン。

樽で1年、瓶で2年、合計3年
の熟成を経た「レゼルバ」。カ
シス、レッドカラントなどの赤
い果実の香りのほか、微かに
ヴァニラの香り。柔らかな酸
味とよくこなれたタンニンが
魅力的なエレガントなワイン。

イタリアワインコンクールで
最多受賞を誇るモンカロ社
が造るオーガニックワイン。ベ
リーやチェリーの香、フルー
ティーな口当たりで気軽に楽
しみたい時におすすめな赤

南アフリカの高級ワイン産地
ステレンボッシュで1692年
からワイン造りを行う名門。
ジューシーなプラムやタバ
コ、ハーブのアロマ豊かな味
わい。 心地良い樽感と果実
味のバランスは見事で、滑ら
かな質感が魅力です。

ガルナッチャが主体、シラー
が少しブレンドされていま
す。濃いチェリーレッド、やわ
らかいミルキーな香りと花の
香り。口に含むと濃厚な果実
味が感じられます。ガルナ
チャの持つしっかりとした骨
格とシラーのシルクのような
滑らかさを併せ持ち濃厚な
果実味が口いっぱいに広が
るワインです。

色合いはルビーレッド。メン
トール、ユーカリやミントと、
シナモン、ダークチェリーやカ
シスの香り。ミント系の味わ
いに加えて、オーク由来の素
晴らしい舌触りの繊細でシル
キーなタンニンが長い余韻を
もたらしてくれます。

シャトーは、サンテミリオンに
程近いアントル･ドゥ･メール
に位置します。紫がかったル
ビー色、いちごや木いちごの
ような赤味果実の香り、酸と
タンニンのバランスは非常に
良く、この価格にして、この全
体のバランスの良さ。コスト
パフォーマンスは抜群です。

スペインワインの大産地ラ・、
マンチャを代表する企業カン
ポス社が造る熟したベリーの
甘い果実味にカカオの風味
のフレーバーがマッチ！マイ
ルドな口当たりも魅力的なワ
イン

スクリューキャップ スクリューキャップ スクリューキヤップ スクリューキャップ

樽熟成（有） 樽熟成（有） 樽熟成（有） アメリカンオークで4ヶ月熟成

リヨンコンクール 2019 金賞 金賞受賞
「日本で飲もう最高のワイン

2015」金賞

有機栽培

赤

乾酒店 輸入ワインリスト 赤



　　　　　　　　　　　　　　　
71 72 73 74 75 76 77 78

商
品
イ
メ
ー

ジ

品名
フォルティウス　　ロブレ

テンプラニーリョ
アルジェント
マルベック

カベルネソービニヨン
ＶＶ　シュールダルク

マレノン　グランド
トック　ルージュ

パヌール
カベルネソービニヨン

 リザーヴ オークエイジド

アルガンサ　　フラビウム
プレミウム

サリーチェ
サレンティーノ　レゼルヴァ

ガスコーニュ　ルージュ

生産者 ボデガス　バルカルロス アルジェント シュール ダルク マレノン エラスリス　・オバリェ ビノス　デ　アルガンサ リオーネ・デイ・ドージ　 アラン・ブリュモン

国名 スペイン アルゼンチン フランス フランス チリ スペイン イタリア フランス

地方・クラ
ス

DOナバーラ メンドーサ ラングドック　ルーション ACリュベロン コルチャグア・ヴァレーD.O. カスティーリャ　イ　レオン州
サリーチェ・サレンティーノ

リゼルヴァDOC
IGP

年号 2017 2018 2018 2012 2018 2015 2016 2017

ぶどう品種 テンプラニーリョ100％ マルベック100％ カベルネソーヴィニヨン100％
　シラー80％

グルナッシュ20％
カベルネソーヴィニヨン100％ メンシア100％

ネグロアマーロ80％
マルヴァジアネラ20％

タナ50％
メルロー50％

容量 750 750 750 750 750 750 750 750

納入価格 1,090 1,090 1,100 1,100 1,100 1,120 1,150 1,150

テイスト ミディアム ミディアム ミディアム ミディアム ミディアムフル ミディアム ミディアム ミディアムフル

商
品
説
明

しっかりした樽感。アメリカン
オークで6ヶ月間熟成させた
リッチな味わい。コストパ
フォーマンスの高い赤ワイ
ン。家族経営企業としてはス
ペイン最大手の1つ。最新鋭
の設備と広大で充実した施
設から造り出されています。

メンドーサは標高の高いワイ
ン産地のひとつ、世界的にも
類を見ないテロワール。アル
ゼンチンを代表する品種の濃
厚な味わい 深い紫色の外観
に、プラムやブラックベリー
など黒系果実のパワフルなア
ロマ、樽熟成による、チョコ
レートやバニラのニュアンス
も感じられます。完熟した果
実の味わい、舌触りのなめら
かなタンニンと共に、余韻が
長く残ります。

南フランスを代表するワイナ
リーのひとつ「シュール・ダル
ク」が造る上品でバランスの
良い味わいのワイン。料理に
合わせやすく飲み飽きしない
1本

安定した高品質のワインを生
み出す共同組合「マレノン」
良く熟した果実味と長い余韻
が魅力的。しっかりとした骨
格のあるリッチな赤ワイン。

超！！！！コスパ。カシスを
想わせる凝縮アロマ。深くま
ろやかな味わいで、余韻には
ラズベリーの風味が広がりま
す。一歩秀でたカベルネで
す。

100年以上の伝統と革新を
融合した生産者。メンシアの
個性を見事に表現、アロマ
ティックでバランス良い滑ら
かな口当たりの赤。

プーリア州サレントで収穫さ
れたネグロアマーロ種とマル
ヴァジア種のぶどうで造られ
ました。完熟した果実やヴァ
ニラの甘く厚みのある香り。
たっぷりとして温かみがあ
り、口当たりもスムーズです。

ハリウッドスター御用達ワイ
ナリーが造るデイリーワイン
の決定版。濃いルビー色、マ
ディランの伝統品種であるタ
ナの凝縮感あふれる果実味。
滑らかで丸みのあるタンニン
のバランスに優れ、余韻にタ
バコの葉、土のニュアンスが
感じられる濃厚な味わいの
ワインです。伝統品種タナの
凝縮感あふれる味わい。

スクリューキャップ スクリューキャップ

アメリカンオーク樽で
最低3ヶ月間熟成。

フレンチオーク(50%)
アメリカンオーク(50%)

3-4年樽で6ヶ月熟成。 オーク樽熟成　８ヶ月
アメリカンオークにて18ヶ月熟成。

果実味重視のポリシーにより
新樽不使用。

オーク樽12ヶ月熟成

業務店様専用

２０２０ｻｸﾗｱﾜｰﾄﾞ
ﾀﾞｵﾔﾓﾝﾄﾞﾄﾛﾌｨｰ受賞

サクラアワード2019金賞 サクラアワード 2018金賞 
サクラアワード２０２０

銀賞

赤

乾酒店 輸入ワインリスト 赤



　　　　　　　　　　　　　　　
79 80 81 82 83 84 85 86

商
品
イ
メ
ー

ジ

品名
エストラテゴ

レアル  ティント
  エスヴィノ

カベルネソーヴィニヨン
エスヴィノ　マルベック

マン 　ピノタージュ
セラーセレクト

シャトー ニコ
オールドワイナリー

ピノノワール
フリヴォール　ルージュ

ヴィノ　ヴァリー
カナジャス　ティント

生産者 ドミニオ　デ　エグレン フィンカ　ソフェニア フィンカ　ソフェニア マン シャトー元詰 ティレルズ LGI
ボデーガス　アントニオ

アラーエス

国名 スペイン アルゼンチン アルゼンチン 南アフリカ フランス オーストラリア フランス スペイン

地方・クラ
ス

ビノ・デ・メサ コースタル A.O.C.ボルドー シュドウェスト DOバレンシア

年号 NV 2018 2018 2017 2015 2020 2017 2018

ぶどう品種 テンプラ二ーリョ カベルネソーヴィニヨン マルベック
ピノタージュ90％

シラーズ10％
カベルネソーヴィニヨン70％

 メルロー30％
ピノノワール100％

カベルネソーヴィニヨン90％
 ガメイ10％

テンプラニーリョ50％
モナストレル50％

容量 750 750 750 750 750 750 750 750

納入価格 1,150 1,150 1,150 1,160 1,190 1,200 1,408 1,280

テイスト ミディアム ミディアムフル ミディアムフル ミディアム ミディアム ミディアム ミディアム ミディアムフル

商
品
説
明

良く熟した黒いベリー系の香
りやチョコレートに木苺のア
ロマ、温度が上昇するにつれ
黒胡椒や八角等もほのかに
感じられます。タンニンも充
分に熟しており、リッチな果
実味と滑らかな酸の絶妙な
バランス。ピュアで綺麗なバ
ランスを保ったまま美味しい
フルーツの風味が余韻にまで
続きます。　ロバートパーカー
コメント◎「Wow!絶対に
ケース買いすべきだ！」

アンデス山脈の麓、標高
1200ｍに位置するワイナ
リー。オーク樽で3～4ヵ月熟
成。タンニンはやわらかく、ス
パイスやバニラのフレーバー
がほのかに感じられます。絹
のようになめらかな余韻が
長く続きます。

ア ン デ ス 山 脈 の 麓 、 標 高
1200ｍに位置するワイナ
リー。オーク樽で3～4ヵ月熟
成。チェリーやブルーベリー、
プラムの香りにスパイスの風
味、口中に広がる果実感と飲
んだあとの酸がしっかりして
いる、まろやかでバランスの
良いワイン。

ピノタージュという南アフリ
カ固有のブドウで造られ、
ローストしたコーヒー、チョコ
レート、赤系果実やナツメグ
などのスパイスの香り。ほの
かに果実の甘味も感じ、優し
い渋みのジューシー&フルー
ティなワイン。豊かな果実味
と柔らかい飲みやすさが、こ
のワインの魅力です。

リーズナブルなのに本格派！
ガロンヌ川右岸、ボルドー市
から南東35kmのエスクッサ
ンに位置する家族経営のシャ
トー。ワインの骨格はしっかり
しているが、つやのある口当
たりでタンニンも滑らかなワ
インです。

オーストラリアにおけるピノ
ノワールのパイオニアが造
る、チャーミングな果実味
いっぱいの赤ワインです。

このワインをグラスに注ぐだ
けで隣にいる人まで香りが
伝わる。それほど強いキャラ
クターをもつこのフリヴォー
ル。香りを感じた人のコメン
トは「イチゴジャムみたい！」
「私は完熟バナナに思え
る！」「キュートな香り！」な
どなど･･･。口に含むと、意外
に舌で感じる甘さはなく、あ
くまで「香りの甘さ」だけ。赤
ワインによくある渋味など味
の尖った部分は感じられず、
明るいベリー系のジューシー
感はどこまでも丸く柔らか
い。

“Canallas”とは「ならず者」
を意味する言葉。エチケット
は子供が壁に描く落書きに
着想を得て、現代の都会の様
子をコミカルに描いていま
す。サクランボのように明る
いバイオレットの色調で、熟し
たイチゴやバニラ、カカオの
香りが感じられます。ジュー
シーで酸とタンニンのバラン
スが非常に秀逸で、樽熟成に
よるわずかなスパイシーさも
感じられます。

スクリューキャップ スクリューキャップ スクリューキャップ

アメリカンオーク3ヶ月熟成 オーク樽で3～4ヵ月熟成 オーク樽で3～4ヵ月熟成 オーク樽で12ヵ月熟成 オーク樽で6ヵ月熟成
主にフレンチオークにて

12ヶ月の熟成。
アメリカンオーク樽4ヶ月熟成

業務店様専用 業務店様専用

金賞受賞

赤

乾酒店 輸入ワインリスト 赤



　　　　　　　　　　　　　　　
87 88 89 90 91 92 93 94

商
品
イ
メ
ー

ジ

品名
ドン・ダビ

マルベック レゼルバ
レッドツリー

カベルネソーヴィニヨン

コート　デュ　ローヌ
レ　ヴィギエール

ルージュ
エスピノ　メルロー エスピノ　ピノノワール

フェウド　マッカリ
ネーレ

テラノブレ
カベルネソーヴィニヨン

グランレゼルバ
ビビドール

生産者 ボデガ・エル・エステコ
オニール　ヴィントナーズ＆

ディスティラーズ
カーヴ　ド　ラストー ビーニャ　ウィリアム

フェーブル
ビーニャ　ウィリアム

フェーブル
フェウド　マッカリ テラノブレ

ボデーガス・アントニオ
アラーエス

国名 アルゼンチン アメリカ フランス チリ チリ イタリア チリ スペイン

地方・クラ
ス

カルチャド・ヴァレー カリフォルニア州 A.C.コート・デュ・ローヌ マイポヴァレー マイポヴァレー IGPテッレ　シチリアーネ DOコルチャグアヴァレー ＤＯウティエル・レケーナ

年号 2018 2018 2017 2017 2018 2016 2017 2017

ぶどう品種 マルベック100％ カベルネソーヴィニヨン100％
グルナッシュ70％
カリニャン20％
サンソー10％

メルロー　他 ピノノワール100％ ネーロダヴォラ100％ カベルネソーヴィニヨン100％ ボバル100％

容量 750 750 750 750 750 750 750 750

納入価格 1,300 1,300 1,330 1,390 1,390 1,520 1,580 1,600

テイスト フル ミディアム ミディアム フル フル ミディアム フル ミディアム

商
品
説
明

アメリカンオーク40%、フレ
ンチオーク60%の小さな樽
で12ヶ月熟成。プラムジャム
やレーズンの香り。樽熟成に
よるヴァニラやトーストの
ニュアンス。プラム、チョコ
レート、アーモンド、ナッツ、ド
ライフルーツなどの豊かな味
わい。

カリフォルニアワインを楽しめ
る1本！チェリーとほのかに
オークの風味、優しいタンニン
に赤い果実のジャムを思わせる
凝縮感あふれる赤ワイン。

ローヌ地方で最も古く、フランス最
良と名高い協同組合。1687年よ
りぶどう栽培を行い、1925年に
組合として結成されたカーヴ･ド･
ラストーは地域の特徴を忠実に表
し、常に安定した品質と価格のワ
インを提供している安心印の生産
者です。

程よい果実感とスパイシーなニュ
アンスがあり飲み飽きせずにバラ
ンスが良い

美しいチェリーレッド、スミレや
甘酸っぱいチェリーとラズベ
リーのフルーティで心地よいア
ロマ。口当たりはフレッシュで豊
かな果実味と酸があり、ビター
チョコレートのようなスモーキー
さとスパイスの風味は、程よい
タンニンとバランスよく混ざり
合っています。余韻には心地よ
い酸と渋みが感じられます。

仏産樽で熟成させたこだわ
りのピノ。美しいルビーレッ
ド。チェリーやイチゴの典型
的な香りの奥にかすかなミネ
ラルのニュアンスが感じられ
ます。口に含むとアタックは
繊細、軽めですが、十分なタ
ンニン、さわやかな酸と持続
性のある果実味があります。
フィニッシュは、少しスパイス
の風味も感じられます。とて
もエレガントで洗練されたワ
インです。

トスカーナを代表する生産者
「セッテポンティ」がシチリア
で造るワイン。みずみずしい
果実の香り、口に含むと凝縮
感のある果実味が印象的な
赤ワイン

家族経営ながら300haの自
社畑を持つワイナリー「テラノ
ブレ」収穫を抑えたカベルネ
から造られる最上級の赤。力
強くもきめ細かなタンニンが
持ち味。

現在注目を集める品種ボバ
ルを100％使用。
フレンチオーク、アメリカン
オーク樽にて４ヵ月熟成。透
き通った紫色の色調で、ベ
リー系のジャムやクローブの
ようなスパイシーな香りが感
じられます。厚みのある豊か
な果実感を感じる口当たり
で、カカオやダークチョコレー
ト、スパイシーな余韻が特徴
のミディアムボディです。

スクリューキャップ

オーク樽で12ヵ月熟成
フレンチオークのスティーブを

用い熟成。
オーク樽で8ヵ月熟成 一部オーク樽で4ヵ月熟成

70％はフレンチオーク（一部は新樽）に
て、30％はフードル（大樽）にて、マロラ

クティック発酵＆12ヶ月の熟成
オーク樽で4ヵ月熟成

赤

乾酒店 輸入ワインリスト 赤



95 96 97 98 99 100 101 102

商
品
イ
メ
ー

ジ

品名 マンシーレス
レゼルヴ　　ルデュック

カベルネ・シラー
ナーリーヘッド
ピノノワール

ファームハウス   レッド
シクロス　イコノ

マルベック/メルロー

ベリンガム　ホームステッ
ド

シラーズ
マス・デ・タンヌ シャトー　ラ　ゴルス

生産者 ボデーガス・アルランサ LGI
デリカート　ファミリー

ヴィンヤ―ズ
クライン ボデガ・エル・エステコ ベリンガム ドメーヌ・ポール・マス シャトー元詰

国名 スペイン フランス アメリカ アメリカ アルゼンチン 南アフリカ フランス フランス

地方・クラ
ス

DOアルランサ ラングドック カリフォルニア カリフォルニア カルチャキ・ヴァレー パール I.G.P.ペイ・ドック ボルドー

年号 2016 2017 2018 2017 2017 2014 2016

ぶどう品種
テンプラニーリョ90％

カベルネ・ソーヴィニヨン5％
メンシア5％

カベルネソーヴィニヨン50％
シラー50％

ピノノワール７６％
サンジョヴェーゼ１９％
プティット　　　シラー

テンプラニーリョ
センチュリオン５％

ジンファンデル
シラー　カリニャン
ムールヴェードル

グルナッシュ

マルベック50％
メルロー50％

シラー100％
カベルネソービニヨン55%

グルナッシュ35%
ムールヴェードル10%

カベルネソービニオン55％
メルロ―45％

容量 750 750 750 750 750 750 750 750

納入価格 1,600 1,760 1,600 1,600 1,600 1,750 1,780 1,850

テイスト ミディアム ミディアムフル ミディアムフル ミディアム ミディアムフル ミディアムフル ミディアムフル ミディアムフル

商
品
説
明

「猫までもひっくり返る！？アロ
マティック」猫のエチケットの可
愛いボトル。熟した野生の木イ
チゴやフランボワーズのような
アロマやクローブ、バニラなどの
スパイスの香りも感じられる。バ
ルサミコのような熟した酸味と
繊細でシルキーなタンニンが拡
がり、柔らかい口当たりと樽由
来のほのかな甘さも感じられま
す。

木樽熟成の甘いバニラ香に、完
熟ベリー特有の丸い果実味が加
わり、まろやかに仕上がった南
仏のカベルネ&シラー。

口に含むと、イメージ通りのま
ろやかさが、ジューシーでダーク
な完熟果実系の味わいと共に広
がる。赤ワインの持つ鋭角な要
素（酸、タンニン）は極力抑えら
れ、ボディはとにかく甘い。

スミレやチェリーのアロマと
スパイスや土の香りを持つ力
強いピノ。タバコやシガーの
香りも現れ、複雑で芳醇な香
が特徴。滑らかなタンニンも
絶妙で飲み応え十分なピノ・
ノワールです。

生産者のユニークな気候
風土を持つ複数の畑に植
えられる様々な品種をブ
レンド。多くの品種のブレ
ンドによりもたらされる
複雑な風味と素晴らしい
バランス。コストパフォー
マンス抜群のワイン。レッ
ドはスパイシーで重厚さ
と複雑さを持ち、長い余
韻を楽しめる本格派。

80%をオーク樽で15ヶ
月熟成(アメリカンオー
ク、フレンチオークを使
用)。ベリーのアロマ、ヴァ
ニラの甘い香りと、樽によ
るチョコレートの香り。柔
らかく滑らかな口当たり
で、丸みのあるバランスの
取れた味わい。

300年以上の歴史を持つ
ワイナリー。ベストな畑を
西ケープ州から探し、天然
発酵で作られる。プラム、
ブラックベリー、チョコ
レート、コショウなど様々
なスパイスの香り。柔らか
く、なめらかな酸味、豊か
な果実味、程よくしっかり
と太いボディ。

一代で世界のトップワイナ
リーに！輝かしい評価の
数々！ドメーヌ・ポール・
マス。樹齢50年を超える
グルナッシュをブレンドし
た、エステイトを代表する
ビオロジックのトップ・
キュヴェ。パワフルで凝縮
感が高く、濃厚な果実の
ニュアンスが特徴です。

口いっぱいに完熟したフルー
ツの香りが広がります。古典
的なメドックワイン。非常に
リーズナブルで高品質。正統
派の味わいで人気です。

スクリューキャップ

オーク樽で4ヵ月熟成 フレンチオーク樽6ヶ月熟成 オークスティーブにて12ヶ月 オーク樽で8ヵ月熟成 樽熟成（有） 樽熟成（有） オーク樽で8ヵ月熟成
オーク樽で15～18ヵ月

熟成

ビオロジック

赤

乾酒店 輸入ワインリスト 赤



　　　　　　　　　　　　　　　
103 104 105 106 107 108 109 110

商
品
イ
メ
ー

ジ

品名 ビリッロ
ブルゴーニュ
 ピノノワール

モンテティ　カブルニオ
シャトー　タイヤック

キュヴェ　ルビィ
ザ　ベルベット

デビル　メルロー
シャトー・スミス

カベルネソーヴィニヨン

チャールズ・スミス
ワインズ　ブーン　ブーン

シラー
シャトー　　モンペラ

生産者 マルシリアーナ ＪＰマルシャン テヌータ　モンテティ シャトー　タイヤック チャールズ　スミス チャールズ　スミス チャールズ　スミス シャトー元詰

国名 イタリア フランス  イタリア フランス アメリカ アメリカ アメリカ フランス

地方・クラ
ス

トスカーナIGT ブルゴーニュ トスカーナ州 ボルドー　コートドブール ワシントン州 ワシントン州 ワシントン州 ボルドー

年号 2016 2018 2014 2014 2017 2016 2015 2017

ぶどう品種
メルロー60％

カベルネソーヴィニヨン40％ ピノノワール100％

カベルネソーヴィニヨン55％
メルロ20％

アリカンテブーシェ15％
プティヴェルド5％
カベルネフラン5％

メルロー95％
カベルネソービニオン5％

メルロー89％
カベルネフラン10％

マルベック1％

カベルネソーヴィニヨン93％
プチヴェルド6％
マルベック1％

シラー99％
ヴィオニエ1％

メルロー 70％
カベルネフラン20％

カベルネソーヴィニヨン 10％

容量 750 375/750 750 750 750 750 750 750

納入価格 1,920 1,300/1,960 2,000 2,080 2,100 2,280 2,280 2,500

テイスト ミディアムフル ミディアム ミディアムフル ミディアムフル フル フル フル ミディアムフル

商
品
説
明

マルシリアーナはトスカー
ナの名門「コルシーニ」家
が激戦区・マレンマに所
有。深い色合い。プラムや
珈琲などの香りに、品種
由来のハーブのニュアン
ス。熟した果実の旨みが
豊かで、柔らかなタンニン
と口当たり。丸みのある
味わい。

ジュヴレシャンベルタン村
に位置するジャンフィリッ
プ・マルシャンが造る滑ら
かで綺麗なタンニンを感
じる高級ワインです。熟れ
た木イチゴの風味を持つ
可憐なワイン。みずみずし
い赤い果実が弾けるよう
な果実味とすっきりした
酸。中身は畑名入りのワ
ンランク上を瓶詰。バラン
スの良い典型的なピノノ
ワールです。

ガンベロロッソは勿論の事、
ヴェロネッリ・アドヴォケイト
等でも評価の高いワイン造り
を行う生産者！地中海の
ハーブを思わせるアロマ。フ
レッシュな果実感にミネラル
とキメ細やかなタンニン。余
韻も長く続く赤

イキイキとしたルビー色。ブ
ラックチェリー・プラムなどを
思わせるフルーティな香り。
口に含むと凝縮感のある果
実味が広がります。雑味がな
くエレガントな味わいで、非
常にコストパフォーマンスの
高いワインです。

その名の通り、ピュアなベル
ベット、濃厚で美味なブラッ
ク・フルーツ、杉とたばこ、そ
してカシス。凝縮してリッチで
あるが、純粋でフォーカスし
た味わい。うま過ぎて悪魔に
そそのかされたようだ。

最初に広がるブラック・フ
ルーツ、鉛筆の芯、森の地面
などのアロマを嗅いだ瞬間
から特別な世界に導かれる。
このワインは、密度の高いフ
レーバーと深みそして複雑さ
を兼ね備えたPacific
NorthwestのBordeaux
風カベルネソーヴ ィニヨンの
基準である。

ドカーン！ドカーン！2007
年にワイン業界で爆発したこ
のスパイシーなシラー。ブ
ラックチェリーの香り。濃厚
でいつまでも持続する幾層
にも幾層にも重なったレッド
フルーツとブラックフルー
ツ、ベーキング・スパイスと
土っぽさ。フルーツがあなた
の口中で爆発する。

爆発的に01年から人気の出
たシャトー。世界各国を代表
するあらゆる偉大な評論家
から絶賛を浴び躍進を遂げ
た超人気自然派ワイン。メル
ローを主体とした厚みとパ
ワーのある　　1本です。

スクリューキャップ スクリューキャップ スクリューキャップ

オーク樽で12ヵ月熟成
50％樽熟成。225Lのフレンチオーク

（30％新樽、残り1～2年樽）使用。更に
12ヶ月の瓶熟。清澄・ろ過は無し。

樽熟成（有）
オーク樽で10ヵ月
シュールリー熟成

フレンチオークで10ヶ月熟成 樽熟成（有）

ビオロジック リュット・レゾネ　

赤

乾酒店 輸入ワインリスト 赤



111 112 113 114 115 116 117 118

商
品
イ
メ
ー

ジ

品名 ラガーレス シャトー　ファルファ
グラッドストーン　アーラー

ピノ・ノワール クローズエルミタージュ
シャトー

オステンピカン
ブルゴーニュ

 ピノノワール ロブレ・モノ
バローロ バンドール

生産者
ボデーガス　アントニオ

アラーエス
コックラン家 アーラーワイナリー Ｅ・ギガル イヴ・ピカン ロブレ　モノ テッレ・デル・バローロ デュペレバレラ

国名 スペイン フランス ニュージーランド フランス フランス フランス イタリア フランス

地方・クラ
ス

DOバレンシア コートドブルグ グラッドストーン ローヌ地方 サンファアボルドー 　ACブルゴーニュ ピエモンテ ACバンドール

年号 2015 2015 2019 2016 2014 2017 2013 2016

ぶどう品種
モナストレル60％

カベルネ・ソーヴィニヨン40％

メルロー55％
カベルネソーヴィニヨン30％

マルベック10％
カベルネフラン5％

ピノノワール シラー100％
  メルロー70％

カベルネフラン30％ 　ピノノワール100％ ネッビオーロ
ムールヴェードル85％

サンソー＆グルナッシュ種15％

容量 750 375/750 750 750 750 750 750 750

納入価格 2,560  1,390/2,580 2,625 2,680 2,690 2,800 3,040 3,200

テイスト ミディアムフル ミディアムフル ミディアム ミディアムフル ミディアムフル ミディアム フル ミディアムフル

商
品
説
明

「奇才Toni Arráezのプライ
ベートキュベ」  濃く澄んだル
ビーレッドの美しい色調。熟
したブラックベリーの香りや
甘草やコーヒー、バルサミコ
のようなアロマも感じられま
す。フレッシュ感を残しつつ、
滑らかで力強いアタックが特
徴的で、凝縮した果実感と熟
したトーストのフレーバーで
長い余韻が楽しめます。

シャトー・ファルファはビオ
ディナミの権威的なシャ
トー。樹齢60～70歳の樹の
ブドウを使った自然農法ビオ
ディナミワイン。なめらかな
口当たり、程良いコクを持つ
このワインは、フランス国内
においてタイユヴァン等多く
の著名なレストランで取り扱
われています。たっぷりのボ
リューム感を酸が引きしめて
います。通にも人気の味わ
い。

グラスに注いだ瞬間から熟
度を感じながらもフレッシュ
さを残したベリー系果実が広
がります。その後現れてくる
丁子やナツメグ等のスパイス
感、また仄かに感じる土の
ニュアンス等が滋味深さを加
えます。非常にキメ細かく滑
らかなタンニン分と広がりの
ある風味が余韻まで続くエレ
ガントな味わいです。骨格の
ある酸味に支えられて、繊細
ながらも熟成のポテンシャル
を秘めたワインとなっていま
す。

コート・ロティに君臨する北
部ローヌの盟主、Eギガル。平
均樹齢35年のぶどうを使
用。温度調節をしながら3週
間の醸し発酵を行い、およそ
24ヶ月の樽熟成。 深みのあ
るルビー。チェリーやイチゴ
のアロマ。口に含むとカシス
の芽やバニラが感じられ、力
強い味わい。キメの細かなタ
ンニン。

ステンレスタンクで発酵、樽
熟成は約12ヵ月。新樽使用
率1/3　ステファン・ドゥルノ
ンクール氏が畑・醸造の指導
をしています。ボディがあり
膨らみのあるタンニンもしっ
かりしたワインです。

ビオディナミを実践する注目
の生産者！フレッシュな赤い
果実の風味とキレイな酸が印
象的なクラシカルな味わいの
ピノノワールです。

こんなにも、お手頃価格で
美味しいバローロは他にあり
ません。バローロのいくつか
のエリアの葡萄をブレンドす
るのが特徴です。熟成は
38ヶ月行い、その内18ヶ月
以上は25/50hLのフレンチ
オーク樽を使います。「バラン
スと柔らかさに気を付けてブ
レンドしています。フレッシュ
感があり、フローラルで、スパ
イスを感じます」とダニエーレ
はコメントしています。

本場ﾌﾗﾝｽの星付レストランや
日本の星付レストラン、更に
はアランデュカス氏も即決採
用＆高評価！ワイナートにも
掲載。｢自然な醸造法により
リッチでいて品のあるバン
ドールの個性が開花する。｣
大人気のオススメワインで
す。

ロマネ・コンティの使用樽で
熟成させました！

スクリューキャップ

オーク樽で12ヵ月熟成 オーク樽で12ヵ月熟成 オーク樽で24ヵ月熟成 オーク樽で12ヵ月熟成
15～30％タンク熟成、残り

を
樽にて18ヶ月以上の熟成。

オーク樽で38ヵ月熟成 ロマネコンティの使用樽で熟成

ビオ･ディナミ ビオ･ディナミ リュット・レゾネ ビオ･ディナミ

赤

乾酒店 輸入ワインリスト 赤



　　　　　　　　　　　　　　　
119 120 121 122 123 124 125 126

商
品
イ
メ
ー

ジ

品名
オート　コート　ド　ニュイ
 ルージュ　フォンテーヌ

サン　マルタン

シャトー　ヌフ　デュ　パプ
トラディション

シャトー コルメイユ
 フィジャック

シルバー　ベル
スターレーン　Ｃ．Ｓ

ハッピーキャニオン オブ
サンタバーバラ

サード　ダンジェリュス
ジュヴレ　シャンベルタン　レ

ジェーヌ　ロワ
シャンボール　ミュジニィ

レ　クロ

生産者 ミシェル　グロ シャトー フォルティア モロー
Ｂ.Ｗ.Ｓ（Bordeaux Wino

Stars)
スターレーン　ヴィンヤード　

Ｂ.Ｗ.Ｓ（Bordeaux Wino
Stars)

トルトショ アントナン・ギヨン

国名 フランス フランス フランス フランス アメリカ フランス フランス フランス

地方・クラ
ス

ACオート　コート　ド　ニュイ コートドュ　ローヌ サンテミリオングランクリュ サンテミリオン特別級 カルフォルニア サンテミリオン特別級 ACジュヴレ　シャンベルタン ボーヌ

年号 2014 2015 2011 2011 2016 2012 2015 2015

ぶどう品種 ピノノワール100％
グルナッシュ75％

シラー15％
ムルヴェードル10％

メルロー70％
カベルネフラン30％

メルロー75％
カベルネフラン20％

カベルネソーヴィニヨン5％

カベルネ・ソーヴィニヨン86％
プティ・ヴェルド5％

メルロー4％
マルベック2.5％

カベルネ・フラン 2.5%

メルロー90％
カベルネフラン10％

ピノノワール100％ ピノノワール100％

容量 750 750 750 750 750 750 750 750

納入価格 3,200 3,300 3,800 4,400 5,250 6,000 6,240 7,800

テイスト ミディアムフル ミディアムフル ミディアムフル ミディアムフル フル フル フル フル

商
品
説
明

19世紀から続くヴォーヌ・ロ
マネの名門グロ一族。オート・
コートから単独キュヴェとし
て新たに独立したモノポー
ル。深みのある濃密なアロマ
とミネラルに富む張り詰めた
味わい。熟成のポテンシャル
を秘めたワイン。

シャトーヌフ・デュ・パプ最古
の3生産者(他はネルトと
ヴォーディユ)のひとつでフ
ランスのAOC制度の生み親
とも言えるル・ロワ男爵が
オーナーだったシャトー。 味
わいはクラシックで伝統的。
クラシックなスタイルでバラ
ンスがいいしっかり味わい。

１２ヶ月間の樽熟成とタンク
熟成をブレンド。1832年、
名醸「シャトー・フィジャック」
の隣に売り出されたという抜
群のテロワール。
果実味に富み、滑らかで香り
の良いワインです。

サンテミリオン第1特別級A
に格付けされるCh.アンジェ
リュスのテクニカルチームが
全面管理、通称「ゴールドベ
ル」のCh.アンジェリュスの兄
弟をイメージして造られたワ
イン。熟したベリーの上品な
果実に緊張感のある酸を備
えた味わい。

突如現れたカリフォルニアの
新星。2008年～2015年に
はゴルフ世界4大大会の一つ
マスターズが開催されるオー
ガスタ　ナショナル　ゴルフク
ラブで期間中にワインがオン
リストされるなど注目を集め
ることになります。見事なバ
ランス感と複雑味。ブラック
ベリーやワイルドベリーのよ
うなアロマとピリッとした
ハーブ香が幾層にも広がる。
しなやかでありながら骨格の
座ったワインは知的かつ官能
的。

サンテミリオン第1特別級A
に格付けされるCh.アンジェ
リュス の若樹のブドウを醸
造したサードライン。メルロを
多く使用し、果実味と滑らか
な質感が魅力のエレガントな
ワイン。フレッシュながらアン
ジェリュスのスタイルを楽し
める正統派。

4世代にわたり高品質のワイ
ンを造り続けるジュヴレ・シャ
ンベルタンの名門！フルー
ティで引き締まった味わい。
十分な丸みと余韻の長さが
特徴

景観の良いアロースコルトン
村の伝統あるワイナリー。醸
造はすべてサヴィニー・レ・
ボーヌのセラーで行われま
す。大樽で発酵後、12ヶ月樽
熟成（新樽30％）。土壌の個
性を生かした自然な味わい
で柔らかな味のあるワインで
す。

オーク樽で18ヵ月熟成 フードルで１２～１８ヶ月熟成 オーク樽で12ヵ月熟成
フランス産小樽で16ヶ月
熟成（新樽比率30％）。

オーク樽で20ヵ月熟成
フランス産小樽で10ヶ月熟成
（3年以内の樽使用）。無濾過。

15ヶ月の樽熟成
（新樽比率25％）。

オーク樽で12ヵ月熟成

サステーナブル農法

赤

乾酒店 輸入ワインリスト 赤



　　　　　　　　　　　　　　　
127 128 129 130 131 132 133 134

商
品
イ
メ
ー

ジ

品名
ラ　セレクション

ブラン
モンカロ　マルケ

トレビアーノ
カンフォ　アイレン

ホーベン
ディービー

セミヨン・シャルドネ
キュヴェ　ド　ミシャール

　ホワイト

ブエノス・ディアス
シャルドネ

ソーヴィニヨン・ブラン

コノスル
ゲヴェルツトラミネール

ビシクレタ

ロスガンソス　シャルドネ
ヴァラエタル

生産者 ピエール　ラモット モンカロ
ボデカス・カンポス

レアレス
デ　ボルトリ ＬＧＩ ホルヘ・マルチネス ヴィーニャ・コノスル ヴィーニャ・コノスル

国名 フランス イタリア スペイン オーストラリア フランス チリ チリ チリ

地方・クラ
ス

ヴァン　ド　フランス IGTマルケ DO　ラ　マンチャ 　 IGPコンテトロザン セントラルバレー チリ チリ

年号 NV 2018 2018 2018 2018 2017 2020 2020

ぶどう品種
コロンバール
テレブラン

グルナッシュブラン

トレッビアーノ85％
ヴェルディッキオ15％

アイレン100％
セミヨン

シャルドネ
コロンバール80％
ユニブラン20％

シャルドネ50％
ソーヴィニヨン・ブラン50％

ゲヴュルツトラミネール100％ シャルドネ100％

容量 750 750 750 750 750 750 750 750

納入価格 680 690 700 700 740 750 750 750

テイスト 辛口 辛口 辛口 辛口 辛口 辛口 やや辛口 辛口

商
品
説
明

確かな醸造技術と斬新なアイ
デアで世界のワイン市場で躍
進するＬＧＩ社が手がける穏
やかな香り、なめらかな味わ
いのフレッシュフルーティー
な白ワイン

イタリアワインコンクールで
最多受賞を誇るモンカロ社
が造る定番ワイン、花のよう
な香りの柔らかい飲み口の
ワイン

スペインワインの大産地ラ・、
マンチャを代表する企業カン
ポス社が造る爽やかながら
も舌触りなめらかな白ワイ
ン。野菜や魚料理と一緒に

デ・ボルトリ社は100％家族
経営の企業で、オーストラリ
アで最も大きく、最も古いワ
イン会社の一つです。レモン
やストーンフルーツの香りと
わずかなオークのニュアン
ス。柑橘系の溌剌とした口当
たりとクリーミーな後味を残
すソフトなミディアムボディ。

『ワイン王国88号』5ツ星獲
得

確かな醸造技術と斬新なアイ
デアで世界のワイン市場で躍
進するＬＧＩ社、新鮮で活き活
きした果実の香りが口いっぱ
いに広がる。フレッシュな酸
も心地よく、バランスの良い
白ワイン

世界No.1 生産者が息を吹
き込んだカジュアルチリワイ
ン！
フレッシュでジューシー、しっ
かりとした酸で心地良い余
韻。りんご、洋梨、桃、花、トロ
ピカルフルーツの香り。
シュールリー方式。

鮮烈なライチの香りや、マス
カット、メロン、バラの花びら
の甘くエキゾチックな香りが
印象的。香りがそのまま味わ
いにつながるような独特の
風味が特長。クリアーで雑味
がなく飲みやすい。しっかり
とした酸味で、香りの印象に
比べドライな味わい。「自転
車」ラベルで親しまれていま
す。

畑を害虫から守るガチョウ
(=スペイン語でロス・ガンソ
ス)達がモチーフ。フレッシュ
なパイナップルのトロピカル
な香りと、微かなハーブやオ
レンジなど白い花のニュアン
スが特長的。柔らかな酸味と
トロピカルフルーツを思わせ
る果実味豊かなワイン。

スクリューキャップ スクリューキャップ スクリューキャップ スクリューキャップ スクリューキャップ スクリューキャップ

フレンチオークとアメリカンオー
クで発酵

業務店様専用 業務店様専用 業務店様専用 業務店様専用 業務店様専用 業務店様専用

白

乾酒店 輸入ワインリスト 白



　　　　　　　　　　　　　　　
135 136 137 138 139 140 141 142

商
品
イ
メ
ー

ジ

品名
レア　ヴィンヤーズ
ブラン　ド　ブラン

クロード　ヴァル
レア　ヴィンヤーズ

シャルドネ
ソアーヴェ

オーガニック
レ・タンヌ　オクシタン

シャルドネ
セークレッドヒル

セミヨン/シャルドネ

デュオ　デ　メール
ソーヴィニヨン

ヴィオニエ

モンカロ　マルケ　ビアンコ
オーガニック

生産者 ＬＧＩ ドメーヌ・ポール・マス ＬＧＩ
カーサ・ヴィニコラ・

サルトーリ
ドメーヌ・ポール・マス デ　ボルトリ  ＬＧＩ モンカロ

国名 フランス フランス フランス イタリア フランス オーストラリア フランス イタリア

地方・クラ
ス

ヴァンドフランス IGPペイドック ＩＧＰペイドック ソアーヴェD.O.C. I.G.P.ペイ・ドック リヴェリナ ヴァンドフランス 　ＩGＴマルケ

年号 2019 2018 2018 2018 2017 2016 2019 2018

ぶどう品種 コロンバール100％

グルナッシュブラン３５％
ヴェルメンティーノ２５％

シャザン１５％
モーザック１0％

ソーヴィニヨンブラン１０％
シュナン・ブラン５％

シャルドネ100％
ガルガネーガ
トレッビアーノ

シャルドネ100％ セミヨン　 シャルドネ
　ソーヴィニヨンブラン70％

ヴィオニエ30％
トレッビアーノ70％
パッセリーナ30％

容量 750 750 750 750 375/750 750 750 750

納入価格 780 800 850 880 680/880 960 980 1,000

テイスト 辛口 辛口 辛口 辛口 やや辛口 辛口 辛口 辛口

商
品
説
明

確かな醸造技術と斬新なアイ
デアで世界のワイン市場で躍
進するＬＧＩ社、かすかな白い
花の香りにレモンの様なフ
レッシュなアロマが特徴の爽
やかな白ワイン

クロード・ヴァル　ブランは南
仏の豊かな気候を表現した
白ワイン。柑橘系のフレッシュ
な香りが口いっぱいに広が
り、丸みのある酸味とやさし
い喉越しは毎日の食卓に
ぴったりです。

確かな醸造技術と斬新なアイ
デアで世界のワイン市場で躍
進するＬＧＩ社、洋梨やバニラ
などフルーティな香り。キレイ
な酸があり滑らかな飲み心
地、リッチで余韻も長いワイ
ン

有機栽培ブドウのワインにも
定評あり！イタリア政府認定
の有機ワイン。化学肥料を一
切使用せずに育てたブドウか
ら造られたソアーヴェ。凝縮
度が高く、とてもフルーティ
な味わいが魅力です。
(2008)ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾜｲﾝ･ﾁｬﾚﾝ
ｼﾞ 2009 銅賞

南仏、ラングドック地方の
シャルドネ100％のワイン。
フレッシュで程よいコクのあ
る味わいで、新鮮なフルーツ
そのものの魅力が詰まって
います。

フレッシュな若草の香りのセ
ミヨンとストーンフルーツの
風味のシャルドネがフレンチ
オーク、アメリカンオークと混
ざり合い、バランスの取れた
甘美な味わいとなっていま
す。又いきいきとした柑橘系
果実の風味がソフトで親しみ
易い酸味と一体となり、味わ
いにバランスとクリーミーな
余韻を与えています。

お魚料理との相性バツグ
ン！
爽やかなソーヴィニヨンブラ
ンに華やかなアロマのヴィオ
ニエをブレンド。＜大西洋と
地中海、2つの海の出会い＞
をモチーフにしたユニークな
ワイン

イタリアワインコンクールで
最多受賞を誇るモンカロ社
が造るオーガニックワイン。や
や緑がかった明るい麦わら
色。果実の中に白い花を思わ
せる香り。飲みやすい爽やか
な白ワイン

スクリューキャップ スクリューキャップ スクリューキャップ スクリューキャップ スクリューキャップ スクリューキャップ

発酵中フレンチオークの板に
接触させ、ワインに複雑さを
与える。タンクで3ヶ月熟成。

オーク樽熟成
(シュール・リーにて3カ月)

ｻｸﾗ･ｱﾜｰﾄﾞ 2021 金賞 ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾜｲﾝ･ﾁｬﾚﾝｼﾞ 2009 銅賞 ﾊﾟﾘ農業ｺﾝｸｰﾙ 2013 金賞

ビオロジック　 リュット・レゾネ 有機栽培

白

乾酒店 輸入ワインリスト 白



　　　　　　　　　　　　　　　
143 144 145 146 147 148 149 150

商
品
イ
メ
ー

ジ

品名
フィンカ　ラス　イゲラス

  ブランコ

アローフィールド
 ワインメーカーズノート

シャルドネ

モンカロ　レ　ヴェーレ
ヴェルディッキオ

クラシコ

マレノン　グランド
トック　ブラン

エスヴィノ
シャルドネ

エスヴィノ
トロンテス

ミュスカデ　ド　セーヴル
エメーヌシュールリー

ボワゴーティエ

シュールダルク
シャルドネ　ＶＶ

生産者 F　リュルトン アンドリュー・ピース モンカロ マレノン フィンカ　ソフェニア フィンカ　ソフェニア
クリスチャン　　エ　　パスカル

リュノー
シュールダルク

国名 アルゼンチン オーストラリア イタリア フランス アルゼンチン アルゼンチン フランス フランス

地方・クラ
ス

サウス・イースタン・
オーストラリア

DOCｳﾞｪﾙﾃﾞｨｯｷｵ ﾃﾞｨ ｶｽﾃｯﾘ
ﾃﾞｨ ｲｴｼﾞ ｸﾗｼｺ

ACリュベロン
A.C.ミュスカデ・ド・セーヴル

エ・メーヌ
　IGPペイドック

年号 2018 2018 2018 2014 2018 2018 2017 2018

ぶどう品種
　ピノグリ80％
トロンテス20％

シャルドネ ヴェルディッキオ100％
ヴェルメンティーノ70％
グルナッシュブラン30％

シャルドネ100％ トロンテス100％ ミュスカデ１００％ シャルドネ100％

容量 750 750 750 750 750 750 750 750

納入価格 1,000 1,050 1,050 1,100 1,150 1,150 1,180 1,180

テイスト フルーティな辛口 辛口 辛口 辛口 辛口 辛口 辛口 辛口

商
品
説
明

果実味を強調し、素直でフ
ルーティー。フレッシュな味わ
いに仕上げた、毎日楽しめる
食中酒に最適な白ワイン。

色合いはクリアな金麦色。白
桃やネクタリン、アプリコッ
ト、パッションフルーツなどを
想わせる香り。ハチミツやオ
レンジマーマレードの香りも
奥底に感じられます。爽やか
ではっきりとした果実味をも
たらしてくれるこのワインは、
レモンやライムのような素晴
らしい酸味で締めくくられま
す。

イタリアワインコンクールで
最多受賞を誇るモンカロ社
が最も得意とするヴェル
ディッキオ100％、クリアで
溢れんばかりの果実味が魅
力的な１本

安定した高品質のワインを生
み出す共同組合「マレノン」
花の香りが印象的なとてもア
ロマティックなワイン。ふくよ
かで余韻の長い優しい味わ
い

アンデス山脈の麓にある標高
1,200ｍに位置するワイナ
リー。ステンレス熟成。輝きの
ある黄金色。熟したトロピカ
ルフルーツの芳醇な香り。複
雑でエレガントな味わい。フ
レッシュですっきりした後口
が最高の白ワイン。

アンデス山脈の麓にある標高
1,200ｍに位置するワイナ
リー。マスカットや花のような
華やかでエキゾチックな果物
のアロマ。フルーティでフレッ
シュな心地よい飲み口の上
品な味わい。

柑橘系のアロマ、塩味あるミ
ネラル感と爽やかな酸味、
ピュアで旨みたっぷりの果実
味、キレのあるクリスピーな
辛口のミュスカデらしい味わ
い。一定期間澱引きせずにワ
インと一緒に熟成させる事に
より、新鮮さを保ちながらも
酵母と接触し、まろやかで複
雑な風味を与えている。

南フランスを代表するワイナ
リーのひとつ「シュール・ダル
ク」が造るトロピカルフルー
ツの様な甘い香りとほのかな
樽香をあわせ持ち、かつ飲み
飽きしない1本

スクリューキャップ スクリューキャップ スクリューキャップ スクリューキャップ

樽熟６ヶ月

業務店様専用 業務店様専用 業務店様専用

「ワイン王国」2016年3月号5つ星

白

乾酒店 輸入ワインリスト 白



　　　　　　　　　　　　　　　
151 152 153 154 155 156 157 158

商
品
イ
メ
ー

ジ

品名
ドミノ シャルドネ
カリフォルニア

アイアンストーン
オブセッション
シンフォニー

ティレルズ
オールドワイナリー

シャルドネ

スマロッカ
ミュスカ

リトルジェームス
バスケットプレス

レ・タンヌ
オーガニック
シャルドネ

アルクーミ  ホワイトラベル
リースリング

カナジャス　ブランコ

生産者 ドミノ アイアンストーン ティレルズ スマロッカ サンコム ドメーヌ・ポール・マス アルクーミ　
ボデーガス　アントニオ

アラーエス

国名 アメリカ アメリカ オーストラリア スペイン フランス フランス オーストラリア スペイン

地方・クラ
ス

カリフォルニア カリフォルニア DOペネデス IGPペイドック I.G.P.ペイ・ドック
グレートサザン

フランクランドリヴァー
DOバレンシア

年号 NV 2018 2019 2019 2018 2018 2018 2018

ぶどう品種 シャルドネ
ｼﾝﾌｫﾆｰ主体

ｵﾚﾝｼﾞﾏｽｶｯﾄ/ｳﾞｨｵﾆｴ
シャルドネ100％ ミュスカ100％

ソーヴィニヨンブラン50％
ヴィオニエ50％

シャルドネ100％ リースリング 100%
メルセゲラ50％
モスカテル50％

容量 750 750 750 750 750 750 750 750

納入価格 1,190 1,200 1,200 1,200 1,200 1,230 1,270 1,280

テイスト 辛口 やや辛口 辛口 やや辛口 辛口 辛口 辛口 辛口

商
品
説
明

柔らかくなめらかで爽やか。
柑橘類とメロンのアロマが感
じられます。レモン皮、りん
ご、蜂蜜、バニラのフレー
ヴァーがオーク樽の香りを引
き立てます。リッチで長く
ジューシーな後味です。

自社ブドウ100％で産み出
すコスパが光るカリフォルニ
アワイン。シンフォニーはマス
カット種とグルナッシュ・グリ
種の交配によって産まれたア
メリカ原産品種。華やかなマ
スカットや白桃の香にピリッ
とスパイシーな風味が特徴の
白ワインです。

実力,名声共にオーストラリア
を代表するワイナリー「ティレ
ルズ」
シャルドネの品種の個性を十
分に引き出した、フレッシュ
ながらもリッチな味わいのワ
イン。

スペイン・ペネデスで最も早
く外国からの品種を取り入れ
成功した生産者！マスカット
の甘い香りを持つ個性豊か
な辛口。魚介類にも合わせや
すい味わい。

ローヌのスーパースターと称
される「サンコム」が手がける
定番ワイン。個性的な品種を
見事にブレンド、アロマティッ
クな香りとフルーティな飲み
口が最高！

有機栽培のブドウを使い一
部樽熟成をした飲み応えの
ある自然派のワイン。１００％
シャルドネ種を使用、幅のあ
る香りと高い酸が特徴で、ボ
ディも十分です。 

アルクーミは、西オーストラリ
ア地区で最も大きな家族経
営のワイナリーの１つ。ほんの
少し緑がかった薄い黄金の
色調。　柑橘系の果皮やロー
ズウォーターを思わせる香
り。レモン、グレープフルー
ツ、ライチなどの豊かなフ
レーバーと口中を満たすソフ
トな酸がフレッシュな味わい
と余韻を与えています。今飲
んでも美味しく召し上がれま
すが、5〜8年を経ると複雑
さが増してくるでしょう。

“Canallas”とは「ならず者」
を意味する言葉。おしゃれな
エチケットは子供が壁に描く
落書きに着想を得て、現代の
都会の様子をコミカルに描い
ています。麦わら色の鮮やか
な色調。白い花や柑橘系のフ
ルーティーで爽やかなアロマ
が感じられ、滑らかな舌触り
で心地よい余韻も感じられま
す。

 海の幸はもちろん軽めのタ
パスや前菜、お米料理やパス
タとの相性も抜群です。

スクリューキャップ スクリューキャップ スクリューキャップ スクリューキャップ スクリューキャップ

フレンチオークで6ヶ月

ｻｸﾗ･ｱﾜｰﾄﾞ 2021 金賞 サクラアワード2015　金賞 

サステーナブル農法  ビオロジック　

白

乾酒店 輸入ワインリスト 白



　　　　　　　　　　　　　　　
159 160 161 162 163 164 165 166

商
品
イ
メ
ー

ジ

品名
ドン・ダビ

 シャルドネ レゼルバ
レッドツリー
シャルドネ

コート　デュ　ローヌ
レ　ヴィギエール　ブラン

フュメ　ブランシュ
ソービニオンブラン

マリエッタ
トカイ　フルミント

セミ　スイート
リントンパーク
７６シャルドネ

ツエラー　シュヴァルツ
カッツ　Q.b.A

生産者 ボデガ・エル・エステコ
オニール　ヴィントナーズ

＆ディスティラーズ
カーヴ　ド　ラストー Fリュルトン

ボデーガス・マルティン
コダックス

シャトー　エラ リントンパーク J&H ゼルバッハ

国名 アルゼンチン アメリカ フランス フランス スペイン ハンガリー 南アフリカ ドイツ

地方・クラ
ス

カルチャッキ・ヴァレー カリフォルニア州 コートデュローヌ ヴァンドフランス ＤＯリアスバイシャス ウェリントン クヴァリテーツヴァイン

年号 2016 2018 2017 2019 2018 2016 2018 2017

ぶどう品種 シャルドネ シャルドネ100％
グルナッシュブラン　60％

クラレット　30％
ブールブーラン　10％

ソーヴィニヨンブラン100％ アルバリーニョ100％ フルミント100％ シャルドネ100％ リースリング100％

容量 750 750 750 750 750 750 750 750

納入価格 1,300 1,300 1,330 1,390 1,400 1,440 1,500 1,520

テイスト 辛口 辛口 辛口 辛口 やや辛口 やや甘口 辛口 やや甘口

商
品
説
明

ブドウ栽培に理想的な地「カ
ファジャテ」産。リンゴ、洋梨、
パイナップルなどの果実香
と、樽熟成によるバターやハ
チミツのュアンス。柔らかで
丸みのある味わいが口の中
に広がる。バランスの取れた
酸味で、洋梨やリンゴのノー
トがある。

カリフォルニアワインを楽し
める1本！青りんごを思わせ
る爽やかでフレッシュな香り
と、トロピカル果物の様な大
変フルーティーな味わい。

ローヌ地方で最も古く、フラ
ンス最良と名高い協同組合。
1687年よりぶどう栽培を行
い、1925年に組合として結
成されたカーヴ･ド･ラストー
は地域の特徴を忠実に表し、
常に安定した品質と価格のワ
インを提供している安心印の
生産者です。ほんのり甘い花
の香り。なめらかな口当たり
の豊かな味わい。

ボルドーで数多くのシャトー
を持つ名門、リュルトン一族
が造るフレッシュ＆フルー
ティーで、ほんのり感じるエ
キゾチックでリッチな味わい
のワイン。

発酵を途中で止めて、ブドウ
の持つ糖度を残す造り方で
製造。この方法は、「アルバ
リーニョ種を世界に通じるワ
インにしたい」という思いか
ら、リースリングのワインを意
識しながらワイナリーが独自
に開発をした発酵方法です。
桃やリンゴなどのフレッシュ
な果実味と花の芳香を感じ
ます。アルバリーニョ種の持
つ豊かな酸とミネラル感が、
甘みを流し、すっきりとした
後味が楽しめます。

シャトー・エラは、ハンガリー
で最も有名なワイン生産地域
で栽培する生産者。上品な葡
萄の甘みを実感する程よい
コクの、癒し系の白ワイン。

南アフリカで最も標高の高い
ブドウ畑の一つリントンパー
ク 。熟したフルーツやスパイ
スなど、複雑なシャルドネの
香りに、熟した梨、いちじく、
メロン、バターなどの香りも
感じられる。フレンチオーク
の香りとリッチで凝縮された
果実味、様々な要素がフィ
ニッシュに向かって綺麗にま
とまっている。程よい酸味も
あり、リッチでエレガントなス
タイル。

350年以上の歴史を誇る
生産者。「黒猫」で有名な
ワイン。最高級品種リース
リングから造られるよりエ
レガントな優しい甘口。

スクリューキャップ スクリューキャップ

樽熟成（有）
フランス産とアメリカ産の
オークスティーブを用い
ステンレスタンクで発酵。

サクラアワード２０１７
ダブルゴールド賞

白

乾酒店 輸入ワインリスト 白



　　　　　　　　　　　　　　　
167 168 169 170 171 172 173 174

商
品
イ
メ
ー

ジ

品名 チック
ゼルバッハ　ピースポーター
ミヘルスベルグ　カビネット

スモーキングルーン
シャルドネ

ファームハウス　ホワイト
カンフーガール
リースリング

ブルゴーニュ
シャルドネ

マコン　 ペロンヌ
ル　クロウ

トック　エ　クロシェ
リムー　オータン

生産者 アグスティ　トレーリョ J&H ゼルバッハ スモーキングルーン クライン
チャールズ　スミス

ワインズ
ジャン・フィリップ

マルシャン
ドメーヌ　ド　ラ　コンドミン シュール　ダルク

国名 スペイン ドイツ アメリカ アメリカ アメリカ フランス フランス フランス

地方・クラ
ス

DOペネデス カビネット カリフォルニア カリフォルニア ワシントン州 ブルゴーニュ マコネー地区 ACリムー

年号 2018 2017 2018 2019 2018 2016 2016 2016

ぶどう品種 チャレッロ 100% リースリング100％

シャルドネ96％
ヴィオニエ2％
ミュスカ1％

リースリング1％

ピノ・グリ
マスカット・カネリ

パロミノ
シャルドネ
ヴィオニエ

リースリング100％ シャルドネ100％ シャルドネ100％ シャルドネ100％

容量 750 750 750 750 750 375/750 750 750

納入価格 1,520 1,520 1,590 1,600 1,950 1,300/1,960 2,000 2,080

テイスト 辛口 やや甘口 辛口 辛口 やや辛口 辛口 辛口 辛口

商
品
説
明

有機栽培のブドウを使用
したオーガニックワイン。
ステンレスタンク熟成でフ
ルティーに。通常カバに使
用さるチャレッロ種です
が、このブドウを使った白
ワインはしっかりとした骨
格をもつワインになりま
す。チックはエチケットの
ようにブドウをそのまま
食べているかのような、フ
レッシュな白ワインです。

350年以上の歴史を誇る
モーゼル屈指の生産者。優し
い甘味を感じるリースリング
特有のトロピカルな果実味
たっぷりで爽やかな味わいの
白ワイン。

フレンチオークで5ヶ月熟
成。赤いリンゴやアプリ
コット、かすかな蜂蜜が感
じられ、柔らかな酸
味と程よいオークの香り
を持つ、果実味いっぱい
のふくよかなワイン。カリ
フォルニア白ワイン最高評
価、ベストバリュー、ダブ
ルゴールドとあらゆる賞
の最高評価を獲得しまし
た。

クラインのユニークな気候風
土を持つ複数の畑に植えら
れる様々な品種をブレンドし
た、クラインの弟分的なブラ
ンド。多くの品種のブレンド
によりもたらされる複雑な風
味と素晴らしいバランス。コ
ストパフォーマンス抜群のワ
イン。ホワイトはキレと柑橘系
フルーツ、ハーブの風味を持
つ爽やかなスタイル。オー
ナーの祖父は有名なジャク
ジー風呂を発明したヴァレリ
アーノ・ジャクジーである。

大胆なフレーバー。満ち溢れ
るアプリコット、白桃、スイカ
ズラ、藤のアロマから逃れる
ことはできない。フレッシュ
なミネラルとレーザー・フォー
カスで気分が浮き立つレベル
まで味わいを高めることが出
来るのは このGirlだけだ。そ
れがKung Fuだ。

ジュヴレシャンベルタン村
に位置するジャンフィリッ
プ・マルシャンが造る滑ら
かで綺麗なタンニンを感
じる高級ワインです。フ
ルーティで爽やかな味わ
い。溌剌とした酸味もきい
たしっかりしたワインで
す。

レ・クロという名の畑の古
木からの葡萄を厳選。フ
レッシュでフルーティーな
辛口なワインです。トロピ
カルフルーツの風味の余
韻が長く続きます。

オータン地区の畑のブド
ウを使用、柑橘系フルーツ
の香りによく熟したシャル
ドネ種の風味が調和した
飲み応えのあるワイン。名
だたる三ツ星レストランの
有名シェフをはじめ多く
の顧客から愛され続けて
います。

スクリューキャップ スクリューキャップ スクリューキャップ スクリューキャップ

フレンチオーク樽5ヶ月熟成 樽熟成（有） フレンチオーク樽10ヶ月熟成

ジャパン・ワイン・チャレンジ
2020プラチナ賞

有機栽培

白

乾酒店 輸入ワインリスト 白



　　　　　　　　　　　　　　　
175 176 177 178 179 180 181 182

商
品
イ
メ
ー

ジ

品名 イヴ　シャルドネ
グラットストーン　アーラー

ソーヴィニヨン・ブラン
ディープ　ブルー

トロッケン
コルディエラ　　シャルドネ
レゼルヴァ　エスペシャル

シャブリ
シャブリ

ラ・ピエレレ
サンセール

ヴィエイユ・ヴィ―ニュ
レオンペイエ　ゲヴェルツ

トラミネール

生産者 チャールズ　スミス アーラーワイナリー テッシュ ミゲル　トーレス トレンブレー家 ラ・シャブリジェンヌ ド　ラ　ガレンヌ レオン・ベイエ

国名 アメリカ ニュージーランド ドイツ チリ フランス フランス フランス フランス

地方・クラ
ス

コロンビア･ヴァレー グラッドストーン クヴァリテーツヴァイン リマリ・ヴァレー シャブリ A.O.C.シャブリ ロワール アルザス

年号 2017 2019 2016 2017 2018 2017 2017 2015

ぶどう品種 シャルドネ100％ ソーヴィニヨンブラン100％ ピノノワール シャルドネ100％ シャルドネ シャルドネ100％ ソーヴィニヨンブラン100％ ゲヴュルツトラミネール100％

容量 750 750 750 750 375/750 375/750 750 750

納入価格 2,100 2,100 2,120 2,160 1,280/2,190 1,320/2,240 2,300 2,680

テイスト 辛口 辛口 辛口 辛口 辛口 辛口 辛口 やや辛口

商
品
説
明

クリーミーでスムー ズ、多様
なフレーバーとアロマ。アジ
アン・ペア、ハニー・クリスプ・
アップルとレモン・カード、こ
の素晴らしいワインを次のレ
ベルに引き上げるのがミネラ
ルリッチな香りと質感。

この味わいでこの価格はお
値打ち！グラスから広がる香
りは、熟したリンゴや柑橘果
実にスイカズラを思わせる花
のニュアンスを主体としま
す。フレッシュアーモンドや微
かに白胡椒にあるようなスパ
イス感が複雑さを与えるとと
もに、凛としたミネラル感が
奥行きを加えます。品種由来
の伸びやかな酸味を受け止
める芳醇な果実味と旨味が
余韻まで続き、熟成が非常に
楽しみなワインです。

ドイツで初めて辛口に特化！
型破りな試みに世界が注
目！黒ブドウのピノノワール
から造られた辛口の白ワイ
ン。マイルドでフレッシュな酸
味が特徴です。

スペイン屈指の名門トーレス・
ファミリーが南米チリで手掛け
るワイン。上質な味わいで、世界
各国の専門誌などで高く評価さ
れています。桃やパイナップル、
マンゴー、グレープフルーツなど
のアロマに樽やトーストしたヘー
ゼルナッツのような香ばしい風
味。滑らかなでリッチな果実味
にエレガントな酸味とミネラル
を伴ったボリューム感のある味
わい。フレッシュでフルーティー
な香りと、心地良い余韻が長く
続きます。

辛口白ワインの代名詞「シャ
ブリ」。ステンレス熟成、フ
ルーティーで繊細なすっきり
した自然の味わい。シャブリ
の数少ないグランクリュ同盟
の会員の中でも最高の評価
を得ています。地元シャブリ
のコンクールで３冠達成の実
力派。

「ミネラル感」こそシャブ
リ！！　シャブリ全体の1/4
という最大生産量を誇りな
がら品質的にもトップと目さ
れる生産者。エレガントなリ
ンゴや洋梨のアロマが香り立
ち、口中で見事な質感を感じ
ることが出来るワインです.。

シャブリと並ぶ、フランスの
白ワインの銘醸地サンセー
ル。とくにサンセールで造ら
れるソーヴィニヨンブランは
秀逸です。ロワール川流域に
あるこの町はシャブリの土壌
が流れて出来たため石灰質
の土壌がほとんどで、スモー
キーな透明感とミネラル感に
あふれた爽やかなワイン

アルザスワインの中で、最も
知られた「ゲヴュルツトラミ
ネール」は、骨格のしっかりし
た辛口の白。そのブーケから
は、フルーツ、花、そしてスパ
イスの豊かな香りが感じられ
ます。力強くて魅惑的、そして
ほのかに甘く、長期熟成する
ことができます。

スクリューキャップ スクリューキャップ スクリューキャップ

オーク樽5ヶ月熟成 オーク樽11ヶ月熟成 5%オーク樽8ヶ月熟成

銀賞 金賞受賞

ビオディナミ ビオロジック リュット・レゾネ　

白

乾酒店 輸入ワインリスト 白



　　　　　　　　　　　　　　　
183 184 185 186 187 188 189

商
品
イ
メ
ー

ジ

品名
グラッドストーン

アーラー
ノーブルリースリング

シャブリ　１級畑
フルショーム

ハーンドルフヒル
グリューナーヴェルトリナ－

グリュ

ゼルバッハ　オスター
ピノブラン　ドライ

オート　コート　ド　ニュイ
ブラン　フォンテーヌ

サン　マルタン
ムルソー　レ　クロ

シャブリ   特級畑
ヴォデジール

生産者 アーラー トレンブレー家 ハーンドルフヒル ゼルバッハ　オスター ミッシェルグロ バデ　ミミュール トレンブレー家

国名 ニュージーランド フランス オーストラリア ドイツ フランス フランス フランス

地方・クラ
ス

グラッドストーン シャブリ アデレード ヒルズ 　クヴァリテーツヴァイン ACオート　コート　ド　ニュイ ＡＣムルソー シャブリ

年号 2018 2018 2018 2017 2014 2015 2016

ぶどう品種 リースリング100％ シャルドネ100％ グリューナーヴェルトリナー ピノブラン100％ シャルドネ100％ シャルドネ シャルドネ

容量 375 750 750 750 750 750 750

納入価格 2,850 2,880 2,880 3,040 3,500 5,000 5,500

テイスト 甘口 辛口 辛口 やや辛口 辛口 辛口 辛口

商
品
説
明

色は輝きのある濃い黄色で、
最初に控えめなパッションフ
ルーツの果実を感じ、少しず
つアプリコットやかりんや桜
桃のような甘い香りが広がり
ます。ほのかに蜂蜜の香りも
あります。口に含むと新鮮な
果実の甘みが広がり、フレッ
シュな酸味と甘みのバランス
の取れた余韻の長いデザー
トワインです。

トレンブレー家、シャブリの数
少ないグランクリュ同盟の会
員でその中でも☆☆☆☆☆
の最高の評価を得ておりま
す。。シャブリ・プルミエ・ク
リュ、フランス、ブルゴーニュ
地方にある白ワインの銘醸地
シャブリ地区の中でも選ばれ
た一級畑に指定されている
優れた区域の畑です。フルー
ティーで繊細な味わい。1級
畑になるとより洗練され味わ
いも長く続きます。

みずみずしいグレープフルー
ツやライム、青りんごなど柑
橘類とスパイスのアロマ。旨
みを伴う豊かなミネラル感と
瑞々しく透明感のある酸が印
象的。ウィーンのFalstaff誌
が開催する「2013
International Gruner
Veltliner Tasting」で、
オーストリア以外の国で世界
で最も優れたグリューナーに
初めて選ばれました。

350年以上の歴史を誇る生
産者。ピーチやメロンのアロ
マにほのかに甘い樽のニュア
ンスが心地よく楽しめる。繊
細で程よい厚みの爽やかな
ワイン。

父ジャンとミッシェルが長き
に渡って畑の再建に取り組
み、造り上げたモノポール。
清涼感のあるアロマに酸と豊
かなミネラル、口内に充実感
が広がるリッチなワイン。標
高360～380ｍ、標高が高
い分だけ、このワインにはフ
レッシュ感が際立っている。

シャサーニュモンラッシュ村
の1270年まで遡ること出来
る歴史あるシャトー。農薬は
必要最低限で自然農法にこ
だわり、収量を落として栽
培。樽は新樽20％、村名はさ
らに12～14ヵ月熟成させて
から出荷されます。滑らかで
エレガントな味わいです。上
品な樽のウァニラ香、熟した
桃の果実香はまさにムル
ソー！

シャブリの数少ないグランク
リュ同盟中でも最高の5つ星
評価を得ています。ヴォデ
ジールはブルゴーニュ地方の
白ワイン名産地シャブリにあ
る7つの特級畑のひとつで、
隣接して存在する特級畑群
の中心に位置します。フルー
ティーでエレガントで繊細、
樽のアクセントもあります。

スクリューキャップ スクリューキャップ スクリューキャップ

20％樽熟成 １部樽熟成有
伝統的なドイツ大樽にて約

4ヶ月熟成
オーク樽11ヶ月熟成 樽熟成（有） 樽熟成（有）

有機栽培

白

乾酒店 輸入ワインリスト 白



190 191 192

商
品
イ
メ
ー

ジ

品名
マレノン　クラシック
リュベロン　 ロゼ

ドメーヌ　ラ　クロワ
ド　ガレエーヌ
ロゼダンジュ

フルール　デグランティーヌ
ロゼ

生産者 マレノン
ドメーヌ　ラ　クロワ

ド　ガレーヌ
シャトー　ムルグ　デュ　グレ

国名 フランス フランス フランス

地方・クラ
ス

ACリュベロン　ロゼ ACロゼダンジュ ACコスティエール　ド　ニーム

2019 2018 2018

ぶどう品種
グルナッシュ60％

シラー40％
グロロー100％

グルナッシュ主体
ムールヴェドル・シラー

容量 750 375/750 750

納入価格 1,150 780/1,200 1,600

テイスト やや辛口 やや甘口 やや辛口

商
品
説
明

今、フランスはお洒落なロゼ
ワインがブーム。しかりした料
理とも相性が良いロゼワイ
ン。グレープフルーツ、ロー
ズ、チェリーなどの繊細な風
味が心地よく、フレッシュで
柔らかな味わいのバランスの
とれたロゼ。

今、フランスはお洒落なロゼ
ワインがブーム。最も人気が
あり有名なやや甘口ロゼ。フ
レッシュなストロベリーや柑
橘系の品種らしい果実味が
よく表れています。良く冷や
して。

今、フランスはお洒落なロゼ
ワインがブーム。醸造、熟成
中はＳＯ２不使用！　デグラ
ンティーヌは、野生のバラと
いう意味。洋梨の香りや優美
なアロマ、フレッシュでフルー
ティーかつ繊細なロゼ。

ロゼ

乾酒店 輸入ワインリスト ロゼ



193 194 195 196 197 198

商
品
イ
メ
ー

ジ

品名
カビッキオーリ

ランブルスコ　ロッソ
ドルチェ

カビッキオーリ
ランブルスコ　ロザート

ドルチェ

カビッキオーリ
モデナ　セッコ

ビオ

バロン　ド　ブルバン
ロゼ

ロジャー　グラート
ロゼ

ギ・チボー　ブリュット
ロゼ

生産者 カビッキオーリ カビッキオーリ カビッキオーリ レ・ヴァン・ブルバン ロジャーグラート 　ギ・チボー

国名 イタリア イタリア イタリア フランス スペイン フランス

地方・クラス 　　IGTエミーリア 　　IGTエミーリア 　DOCモデナ ヴァンムスー DOカヴァ シャンパーニュ

NV NV NV 2018 2014 NV

ぶどう品種

サラミーノ　　ソルバーラ
グラスパロッサ
フォルターナー

マルボジェンテーレ等

サラミーノ　　ソルバーラ
グラスパロッサ　マラーニ

マエストリ
サラミーノ100％ ピノノワール100％

ガルナッチャ60％
モナストレル35％
ピノノワール5％

ピノノワール100％

容量 750 750 750 750 750 750

納入価格 698 698 960 1,090 1,980 4,000

テイスト やや甘口 やや甘口 辛口 辛口 辛口 辛口

商
品
説
明

美味しくてグルメなエミリ
ア・ロマーニャ州のNo１ラ
ンブルスコ！
やさしい甘さの微発泡赤
ワイン。美しいルビー色、
イチゴを連想させるソフト
で甘い香りと味わい。

美味しくてグルメなエミリ
ア・ロマーニャ州のNo１ラ
ンブルスコ！淡いピンク
色も綺麗なやさしい甘さ
の微発泡ロゼワイン。華や
かなアロマに、フレッシュ
＆フルーティーでソフトな
味わい。

美味しくてグルメなエミリ
ア・ロマーニャ州のNo１ラ
ンブルスコ！やさしい果
実の香りの中にほのかな
スパイスのニュアンスも。
非常にスムースな口当た
りのエレガントな辛口オー
ガニックタイプ。

生産者のレ・ヴァン・ブル
バンは、高品質のスパーク
リングワインを造ることを
目的に1952年に設立さ
れたプロヴァンス地方の
家族経営ワイナリー。果実
味豊かで、イチゴ、ハー
ブ、ミネラルなど、複雑性
を感じさせる香り。繊細な
泡立ちで優しい口当たり。
とてもフレッシュな酸味。
エレガントな果実の風味
があり、深みのある味わ
い。

夜明け前の涼しい時間帯
に収穫したぶどうを丁寧
にプレス。10-11時間の
マセラシオン(浸漬)が、深
く華やかなバラ色を生み
出します。 チェリーやいち
ごのフレッシュで芳醇なア
ロマに上質な酸味、そして
長期瓶内熟成がもたらす
コクときめ細やかな泡立
ち。それらの絶妙なハーモ
ニーが、多くの人々を魅了
し続けています。

年間生産量はわずか
1000ケースですが丁寧
な造りでファンの多い造
り手です。ヴェルズネイ村
の特級畑　ピノノワール
100％で造られたシャン
パーニュ。 泡がとても柔
らかくフルーティーで繊細
です。

有機栽培

ロゼスパークリング

乾酒店 輸入ワインリスト ロゼスパークリング



　　　　　　　　　　　　　　　

199 200 201 202 203 204 205 207

商
品
イ
メ
ー

ジ

品名
カビッキオーリ

ランブルスコ　ビアンコ
ドルチェ

ネブリナ
スパークリング

バルディビエソ
リミティッド　　ブリュット

アルティガ　フェステル
ラ　フラウタ　ブリュット

ヴーヴ　ド　ボール
ブリュット

ブラックラベル

バロン　ド　ブルバン
ブラン　ド　ブラン

ウィスパーズ
ブリュット　　キュヴェ

カビッキオーリ　バロヴィエ
ピノシャルドネ　ブリュット

生産者 カビッキオーリ ヴィーニャ・コノスル バルディビエソ アルティガ フュステル ＧＶＧ社 レ・ヴァン・ブルバン リトレ・ファミリー・ワインズ カビッキオーリ

国名 イタリア チリ チリ スペイン フランス フランス オーストラリア イタリア

地方・クラス 　ＩGＴエミーリア D.O. ヴァレ･セントラル セントラルヴァレー 　カタルーニャ州ペネデス ヴァンムスー ヴァンムスー
サウス・イースタン

オーストラリア
　VSQ

NV NV ＮＶ NV ＮＶ NV NV NV

ぶどう品種
サラミーノ　　ソルバーラ

グラスパロッサ等
シャルドネ95％

シュナン・ブラン5％
シャルドネ

ピノノワール
マカベオ60％
アイレン40％

アイレン
ユニ・ブラン80％
コロンバール10％
シャルドネ10％

シャルドネ66％
セミヨン21％

コロンバール13％

　ピノビアンコ70％
シャルドネ30％

容量 750 750 750 750 750 750 750 750

納入価格 698 800 880 950 1,050 1,080 1,090 1,150

テイスト やや甘口 辛口 辛口 辛口 辛口 辛口 辛口 辛口

商
品
説
明

美味しくてグルメなエミリ
ア・ロマーニャ州のNo１ラ
ンブルスコ！フレッシュな
ベリーやベルベットの香
り、ソフトでかつフレッ
シュ感も有る甘い味わい
が印象的。

コノスルのワインづくりの
ノウハウを余すところなく
生かしてつくられた「ネブ
リナ」シリーズ。青リンゴや
杏の果実香に、微かなトー
ストのニュアンスが感じら
れる、爽やかな味わいの
スパークリングワインで
す。

チリ最高峰のスパークリン
グワイン生産者、バルディ
ビエソ。シャルドネとピノ・
ノワールを贅沢に使用し
た、上質なスパークリング
ワイン。爽やかな柑橘果実
の風味とふくよかな質感
が特徴的で、心地よい泡
が立ち上がります。

ニューヨーク屈指の高級
レストラン「オレオール」で
チーフ・ソムリエも務めた
マルティ・ケールが立ち上
げたワイナリー。フレッ
シュで柔らかな口当たり。
キレイで爽やかな泡が口
中にはじけ、心地よい旨
みが楽しめる1本

確かな醸造技術と斬新な
アイデアで世界のワイン市
場で躍進するＬＧＩ社が手
がける軽やかで爽やかな
飲み心地は、どんな料理
にも相性抜群。飲み飽き
ないバランスの良い1本

生産者のレ・ヴァン・ブル
バンは、高品質のスパーク
リングワインを造ることを
目的に1952年に設立さ
れたプロヴァンス地方の
家族経営ワイナリー。レモ
ンやグレープフルーツな
どの柑橘系の爽やかな香
りと、小さな白い花のニュ
アンス。優しい口当たりで
バランスが良く、上品な泡
立ちとフレッシュな味わい
が特長。時間と共に変化
する奥深い味わいも魅
力。

本国オーストラリアで大人気！
コスパ最強スパークリング。
シトラスの爽やかさ、トロピカルフ
ルーツの果実味が心地良い泡と共
に口中に広がります。お料理を引
き立てる、フレッシュな辛口スパー
クリングワインです。

フレッシュ＆フルーティな辛
口スパークリング。デリケート
な泡立ち、親しみやすい味わ
い、その上厚みも感じる人気
定番アイテム。
カビッキオーリは高いクォリ
ティを保ちながら、安定供給
出来る、大手ながらも情熱を
持った信頼できる生産者で、
ガンベロロッソ誌では「ラン
ブルスコ生産者の一つの指
針となるワイナリー」と高く評
価されています。

 

業務店様専用 業務店様専用

サクラアワード2020金賞

白系スパークリング

乾酒店 輸入ワインリスト スパークリング



　　　　　　　　　　　　　　　

208 209 210 211 212 213 214 215

商
品
イ
メ
ー

ジ

品名
スマロッカ　カバ

ブジョニス　ブリュット
ヴィーニャ　　マルティナ

ブリュット
ジャン･ピエール

クラシック
スマロッカ　　カバ

ブリュット　レゼルバ

ポルタ　レオーネ
プロセッコ　ミレジマート

ブリュット

リーベック　スパークリン
グ

ブリュット

カロリナ　デ　マサックス
カヴァ　ブリュット

ナチュレ

ジャイアンス　メトード
トラディショネル

ブリュット　シャルドネ

生産者 スマロッカ ヴィーニャ　マルティナ デ・ボルトリ スマロッカ レ　コンテッセ リーベック カロリナ　デ　マサックス ジャイアンス

国名 スペイン スペイン オーストラリア 　　 スペイン イタリア 南アフリカ スペイン  フランス

地方・クラス 　DOカバ DOカヴァ ニューサウスウェール州 　ＤＯカバ
DOCプロセッコ

トレヴィーゾ
スワートランド DOカヴァ ヴァンムスー

NV NV NV 2016 2019 NV NV NV

ぶどう品種
パレリャーダ48％
チャレッロ29％
マカベオ23％

チャレッロ50％
パレリャーダ30％

マカベオ20％

シャルドネ
ピノノワール

パレリャーダ42％
マカベオ27％

チャレッロ24％
シャルドネ7％

グレーラ100％
シャルドネ66％

ピノノワール34％

パレリャーダ60%
マカベオ30%
シャルドネ10%

シャルドネ100％

容量 750 750 750 750 375/750 750 750 750

納入価格 1,200 1,290 1,300 1,420 980/1,520 1,530 1,590 1,600

テイスト 辛口 辛口 やや辛口 辛口 辛口 辛口 辛口 辛口

商
品
説
明

シャンパーニュ方式で造る
上質なカバ。自社畑
100％、青リンゴや新鮮
な柑橘系の香り、フレッ
シュな果実味と心地よい
酸味が絶妙なバランスの
爽やかな一本。

1777年創業。ワイナリー
はアルトペネデスにありま
す。土壌は粘土石灰質。瓶
内2次発酵は30ヶ月の時
間をかけて丁寧に行いま
す。ラベルはカジュアルで
すが味わいは本格派のカ
ヴァです。グレープフル―
ツのニュアンスも感じられ
る辛口。

レモン様の色調と勢いの
良い泡立ち。微かな花の
様な香りと新鮮なレモン
やハチミツのニュアンスが
印象的。やや辛口でバラ
ンスのとれた爽やかな酸
味。豊かな果実味と酵母
との接触に由来するク
リーミーな口当たりが綺
麗な余韻へと続きます。

シャンパーニュ方式で造る
上質なカバ。自社畑
100％、20か月以上の長
期熟成から来る本格派の
カバ、細かな泡と続く余韻
が素晴らしい1本

最新の設備や技術を積極
的に取り入れながらも、地
元の伝統を尊重、果実感
を大切にした味わいが特
徴のワイン造りを実践。華
やかな香りと飲み心地の
良さが自慢のアロマ
ティックなスパークリン
グ。

まるでシャンパン！リーズ
ナブルで旨いスパークリ
ング！自然発酵後、澱が
入ったまま6カ月熟成。
シャルマ方式。フレッシュ
な酸味、トロピカルフルー
ツやビスケットなどの香
り。ドライでクリーン。リー
ズナブルで美味しいシャ
ンパーニュの味わいを楽
しめる。

ワイナリーはビラフランカ デ
ル ペネデスにあります。畑
の面積は35ha。醸造はオー
ナーの甥にあたるアレックス
マサックス氏が手掛けます。
シャンパーニュの法定瓶内熟
成期間 15ヶ月をはるかに
上回る、最低36ヶ月の瓶内
熟成を経たもののみを出荷
するこだわりのカヴァ。ほの
かな熟成香、ミネラリーで旨
味はしっかりとありますがア
フターはとてもドライな仕上
がり。門出のリキュール添加
なしのブリュットナチュレ。

ジャイアンスは22カ国へ
輸出され、シャンパーニュ
を除くAOCスパークリン
グのフランス国内シェアも
No1を誇るトップブラン
ド。シャンパーニュと同じ
トラディショナル製法（瓶
内二次発酵）で造られたス
パークリング。繊細な泡に
白い花や柑橘系の香りが
爽やか。辛口のすっきりと
した味わい。

スクリューキャップ

白系スパークリング

乾酒店 輸入ワインリスト スパークリング



216 217 218 219 220 221 222 223

商
品
イ
メ
ー

ジ

品名
ジャイアンス　クレマン　ド

ボルドー　ブリュット
キュヴェ　ド　ラベイ

クレマン　ド　ブルゴーニュ
ドメーヌ　リュケ

フランチャコルタ
モノグラム
ブリュット

ブリュット　エヴィデンス
ボードヴァン

シャンパーニュ
ギ・チボー

フェラーリ・ブリュット マルゲーヌ　PCブリュット
エクストラ・ブリュット

シャーマン
グラン・クリュ

生産者 ジャイアンス ロジェ リュケ カステル　ファーリア ボードヴァン 　ギ・チボー フェラーリ A.マルゲーヌ シャンパーニュ　マルゲ

国名  フランス フランス イタリア フランス フランス イタリア フランス  フランス

地方・クラス ACクレマン　ド　ボルドー
ＡＣクレマン　ド
ブルゴーニュ

DOCGフランチャコルタ シャンパーニュ ACシャンパーニュ１級 トレントDOC ACシャンパーニュ１級 ACシャンパーニュ１級

NV NV NV NV NV NV NV 2015

ぶどう品種
セミヨン70％

カベルネフラン30％
シャルドネ100％

シャルドネ80％
ピノビアンコ20％

ピノノワール40％
ピノムニエ40％
シャルドネ20％

シャルドネ
ピノ・ノワール

シャルドネ100％
シャルドネ90％

ピノノワール10％
ピノノワール主体

シャルドネ

容量 750 750 750 750 750 750 375/750 750

納入価格 1,980 2,240 3,040 3500 4,000 4,160 2,720/4,960 5,760

テイスト 辛口 辛口 辛口 辛口 辛口 辛口 辛口 辛口

商
品
説
明

シャンパーニュと同じ瓶内
二次発酵で造る上質なス
パークリングワイン。セミ
ヨンにコクと力強さを与
えるカベルネフランをブレ
ンド。白い花やアーモンド
の上品な香り。長期熟成
によるクリーミーでキメ細
かな泡立ち。　　バランス
のよい味わい。

シャルドネのスペシャリストが
シャンパーニュと同じ瓶内二
次発酵で造るシャルドネ
100％のブランドブラン。
フレッシュな果実味に、きめ
細かい泡とリッチでエレガン
トな味わい。

シャンパーニュと同じ瓶内
二次発酵で造るイタリア
を代表するスパークリン
グワイン「フランチャコル
タ」
白い花や柑橘フルーツの
豊かな芳香にまろやかな
口当たり、余韻に続く旨み
とフレッシュ感が絶妙に調
和。

グレープフルーツ、レモンな
どのシトラス系の香りや青リ
ンゴなどの爽やかな香りに
ブリオッシュの芳醇な香りや
上質なハチミツのニュアンス
も微かに感じられます。泡立
ちもクリーミーで質感のキメ
細かさもあり、果実味豊かで
フルーティさと適度な軽妙
さが魅力です。飲み飽きしな
い万人受けするタイプのシャ
ンパーニュに仕上がっていま
す。キュヴェ名のエヴァンス
とは証明の意。シャンパー
ニュという素晴らしいテロ
ワールの証明という事で命
名されました。

年間生産量はわずか1000
ケースですが丁寧な造りで
ファンの多い造り手です。醸
造はマロラクティック発酵を
行わないため酸に切れがあ
り引き締まった味わい。キ
リッとしたシャンパーニュが
好きな人にはお薦め！自家
所有畑だから出来る驚きの
コストパフォーマンス！

イタリアを代表するスパー
クリングワイン。きめ細か
い豊かな発泡。熟れた
ゴールデンデリシャスのり
んご、野の花の濃い香り、
ほのかにイーストを感じさ
せるフレーバー。フレッ
シュで、軽く心地よい熟れ
た果実の余韻が長く続く
バランスのよいワイン。

僅か6haのマルゲーヌ
は、自他共に認めるヴィ
レール･マルムリーのトッ
プ生産者！フルーティな
がらもふくよかさがあり、
ミネラル感と見事に調和。
リザーヴワインを約50%
使用した、リッチなニュア
ンスが自慢のシャンパー
ニュ

ノン・ヴィンテージワイン
としてリリースしている
が、メインラベル上の数字
は収穫年のブドウが、キュ
ヴ ェ ・ シ ャ ー マ ン の 約
80％を占める原料となっ
ていることを、消費者に
伝えるために表記してい
る。これは、原材料の不透
明なシャンパーニュ業界
へ向けた、その年の個性
や、畑の周りの環境を大
切にしたい、ブノワなりの
メッセージ。

リュット・レゾネ リュット・レゾネ リュット・レゾネ

白系スパークリング

乾酒店 輸入ワインリスト スパークリング



224 225 226 227 228 229 230

商
品
イ
メ
ー

ジ

品名
ナチューラ

 カベルネソービニヨン
ヴァレ　　セントラル

テラノブレ
カベルネソーヴィニヨン

レセルバ

レ  タンヌ　オクシタン
カベルネソービニオン

シャトー　オ－　リオ
ボルドー

コート　デュ　ローヌ
ルージュ　ル　プティ

アンデゾン

ブルゴーニュ
 ピノノワール

シャトー　ファルファ

生産者 ナチューラ テラノブレ ドメーヌ・ポール・マス シャトー　オー　リオ　 エステザルグ葡萄栽培者組合 ＪＰマルシャン コックラン家

国名 チリ チリ フランス フランス フランス フランス フランス

地方・クラス セントラル・ヴァレー DOコルチャグアヴァレー ＩＧＰペイドック ボルドー コートデュローヌ ブルゴーニュ コートドブルグ

2018 2017 2018 2017 2018 2014 2011

ぶどう品種 カベルネソーヴィニヨン86％ カベルネソーヴィニヨン100％ カベルネソーヴィニヨン100％ カベルネソーヴィニヨン100％
シラー

グルナッシュ
ピノノワール

メルロー55％
カベルネソーヴィニヨン30％

マルベック10％
カベルネフラン5％

容量 375 375 375 375 375 375 375

納入価格 600 600 680 800 830 1,300 1,390

テイスト ミディアムフル ミディアムフル ミディアム ミディアム ミディアム ミディアム ミディアムフル

商
品
説
明

ルビーレッド色。香りは完熟した
チェリーやブラックカラント等の
完熟した赤い果実に、オーク樽
から来るかすかなトーストの香
ばしい香りやチョコレートが感じ
られます。味わいはバランスの
取れた酸味、柔らかなタンニン、
しっかりとした骨格、心地よいフ
ルーティーで余韻の長い後味が
感じられます。

家族経営ながら300haの自
社畑を持つワイナリー「テラノ
ブレ」
チェリーやブラックカラント
の豊かな風味に、柔らかくス
ムースな飲み心地の、バラン
スよいワイン。

ワイナリーは世界トップクラ
スのドメーヌ・ポール・マス。
南仏、ラングドック地方のカ
ベルネ・ソーヴィニヨン
100％のワイン。豊かな果実
味と程よいタンニンが特徴。
肉料理によくあいます。
(2017)ﾊﾟﾘ農業ｺﾝｸｰﾙ
2018 金賞

家族経営のワイナリーとして
は産地トップクラス！この価
格でボルドーでは珍しいカベ
ルネ100％。イキイキとした
果実味が身上。シダーやセー
ジの爽やかな風味が食欲を
そそる、大変飲みやすいワイ
ン。

ソフトで丸みある、飲みすすむ
ワインがコンセプトです。同時
期に収穫したシラーとグルナッ
シュを混醸しています。マロラ
クティック発酵の後、澱引きを
行い、ステンレスタンクで約6ヶ
月熟成させています。ノンフィ
ルターで瓶詰します。驚く程
しっかりとした果実味があり、
非常にバランスがとれた味わ
いです。ドメーヌ　ダンデゾンの
ワインと同様に、雄牛をデザイ
ンしたラベルを使用していま
す。'16VTからシラーは、ド
メーヌ　ダンデゾンの葡萄のみ
を使用しています。

ジュヴレシャンベルタン村
に位置するジャンフィリッ
プ・マルシャンが造る滑ら
かで綺麗なタンニンを感
じる高級ワインです。熟れ
た木イチゴの風味を持つ
可憐なワイン。みずみずし
い赤い果実が弾けるよう
な果実味とすっきりした
酸。中身は畑名入りのワ
ンランク上を瓶詰。バラン
スの良い典型的なピノノ
ワールです。

シャトー・ファルファはビオディ
ナミの権威的なシャトー。樹齢
60～70歳の樹のブドウを
使った自然農法ビオディナミワ
イン。なめらかな口当たり、程
良いコクを持つこのワインは、
フランス国内においてタイユ
ヴァン等多くの著名なレストラ
ンで取り扱われています。たっ
ぷりのボリューム感を酸が引き
しめています。通にも人気の味
わい。

スクリューキャップ スクリューキャップ  

20％オーク樽で6ヶ月 30％をフランス産樽で熟成。 オーク樽熟成　(20%)

有機栽培 リュット・レゾネ

ビオ･ディナミ

赤　ハーフサイズ

乾酒店 輸入ワインリスト ハーフサイズ 赤



231 232 233 234 235 236 237 238

商
品
イ
メ
ー

ジ

品名
ナチューラ シャルドネ
カサブランカ･ヴァレー

テラノブレ　シャルドネ
レセルバ

レ・タンヌ　オクシタン
シャルドネ

シャトー　オー　リオ
ボルドー　ブラン

ミュスカデ　セーヴルエ
メーヌ

シャブリ
ブルゴーニュ
 シャルドネ

シャブリ　ラ・ピエレレ

生産者 ナチューラ テラノブレ ジャン・クロード・マス シャトー　オー　リオ　
ドメーヌ　ド　ラ

フォリエット
トレンブレー家 ＪＰマルシャン ラ・シャブリジェンヌ

国名 チリ チリ フランス フランス フランス フランス フランス フランス

地方・クラス チリ DOカサブランカヴァレー I.G.P．ペイ・ドック ボルドー ロワール シャブリ ブルゴーニュ A.O.C.シャブリ

2018 2018 2018 2019 2018 2018 2016 2016

ぶどう品種 シャルドネ100％
シャルドネ90％
ピノブラン10％

シャルドネ100％
ソーヴィニヨンブラン90％

セミヨン10％
ムロン　ド　ブルゴーニュ

（ミュスカデ）
シャルドネ シャルドネ100％ シャルドネ100％

容量 375 375 375 375 375 375 375 375

納入価格 600 600 680 800 810 1,280 1,300 1,320

テイスト 辛口 辛口 やや辛口 辛口 辛口 辛口 辛口 辛口

商
品
説
明

色味は透明度があり淡い
黄色、グレープフルーツや
ライムの爽やかな柑橘系
のアロマと、パイナップル
のようなトロピカルフルー
ツのアロマ、そしてかすか
なハーブの香りが調和し
ています。バランスのとれ
た、フレッシュな果実味が
口に広がり、ベルベットの
様なまろやかな舌触りで
心地の良い後味が長く続
きます。

家族経営ながら300ha
の自社畑を持つワイナ
リー「テラノブレ」
ワインの一部は樽で発酵。
トロピカルな心地よい風
味を漂わせながらも、味
わいは切れの良い辛口。

南仏、ラングドック地方の
シャルドネ100％のワイ
ン。フレッシュで程よいコ
クのある味わいで、新鮮
なフルーツそのものの魅
力が詰まっています。

家族経営のワイナリーとし
ては産地トップクラス！飲
み飽きしないフレッシュか
つフルーティな味わい、魚
介類はもちろん、様々な
料理に合う。

土壌の違う畑の葡萄をブ
レンドして、飲みやすい味
わいを目指しています。ア
ロマと、炭酸ガスのような
フレッシュ感を与え、複雑
味が出ます。緑がかった
黄色、程良く熟した柑橘系
の香りと爽やかな風味を
持ち、まろやかな口当たり
とさわやかな余韻が感じ
られます。魚介類に良く合
う辛口ワインです。

辛口白ワインの代名詞
「シャブリ」。ステンレス熟
成、フルーティーで繊細な
すっきりした自然の味わ
い。シャブリの数少ないグ
ランクリュ同盟の会員の
中でも最高の評価を得て
います。地元シャブリのコ
ンクールで３冠達成の実
力派。

ジュヴレシャンベルタン村
に位置するジャンフィリッ
プ・マルシャンが造る滑ら
かで綺麗なタンニンを感
じる高級ワインです。フ
ルーティで爽やかな味わ
い。溌剌とした酸味もきい
たしっかりしたワインで
す。

「ミネラル感」こそシャブ
リ！！　シャブリ全体の
1/4という最大生産量を
誇りながら品質的にもトッ
プと目される生産者。エレ
ガントなリンゴや洋梨のア
ロマが香り立ち、口中で見
事な質感を感じることが
出来るワインです.。

スクリューキャップ スクリューキャップ スクリューキャップ スクリューキャップ

20％フランス産樽で熟成 樽熟成（有） 5%オーク樽8ヶ月熟成

有機栽培 リュット・レゾネ

白　ハーフサイズ

乾酒店 輸入ワインリスト ハーフサイズ 白



白 ロゼ
239 240 241 242 243

商
品
イ
メ
ー

ジ

品名
シャブリ　１級畑

フルショーム

ドメーヌ　ラ　クロワ
ド　ガレエーヌ
ロゼダンジュ

バルディビエソ
リミティッド　　ブリュット

ポルタ　レオーネ
プロセッコ  ミレジマート

ブリュット
マルゲーヌ　PCブリュット

生産者 トレンブレー家
ドメーヌ　ラ　クロワ　ド

ガレーヌ
バルディビエソ レ　コンテッセ A.マルゲーヌ

国名 フランス フランス チリ イタリア フランス

地方・クラス シャブリ 　ACロゼ　ダンジュ セントラルヴァレー
DOCプロセッコ　トレヴィー

ゾ
ACシャンパーニュ１級

年号 2012 2018 ＮＶ 2019 NV

ぶどう品種 シャルドネ グロロー100％
シャルドネ

ピノノワール
グレーラ100％

シャルドネ90％
ピノノワール10％

容量 375 375 375 375 375

納入価格 1,690 780 540 980 2,720

テイスト 辛口 やや甘口 辛口 辛口 辛口

商
品
説
明

トレンブレー家、シャブリ
の数少ないグランクリュ
同盟の会員でその中でも
☆☆☆☆☆の最高の評価
を得ております。。シャブ
リ・プルミエ・クリュ、フラ
ンス、ブルゴーニュ地方に
ある白ワインの銘醸地
シャブリ地区の中でも選
ばれた一級畑に指定され
ている優れた区域の畑で
す。フルーティーで繊細な
味わい。1級畑になるとよ
り洗練され味わいも長く
続きます。

時を超えて根強い人気の
甘口のロゼダンジュ！フ
レッシュなイチゴや柑橘の
風味も心地よいほんのり
甘口で人気のロゼ。良く
冷やして。

チリ最高峰のスパークリン
グワイン生産者、バルディ
ビエソ。シャルドネとピノ・
ノワールを贅沢に使用し
た、上質なスパークリング
ワイン。爽やかな柑橘果実
の風味とふくよかな質感
が特徴的で、心地よい泡
が立ち上がります。

最新の設備や技術を積極
的に取り入れながらも、地
元の伝統を尊重、果実感を
大切にした味わいが特徴の
ワイン造りを実践。華やか
な香りと飲み心地の良さが
自慢のアロマティックなス
パークリング。

僅か6haのマルゲーヌ
は、自他共に認めるヴィ
レール･マルムリーのトッ
プ生産者！フルーティな
がらもふくよかさがあり、
ミネラル感と見事に調和。
リザーヴワインを約50%
使用した、リッチなニュア
ンスが自慢のシャンパー
ニュ

業務店様専用

20％樽熟成

白系スパークリング　ハーフサイズ

乾酒店 輸入ワインリスト ロゼ&スパークリング



料飲店様必見　中身で勝負の３Ｌボックスワインが入荷！！！

○ 上記価格は全て税抜き価格となっております。

飯田
ワイン事業部

ラ マンチャレボリューション

ドーニャ テレサ ティント

フルーティーで少しスパイシーのあ
る香り。
柔らかくなめらかな飲み心地の良い
赤ワイン。

■Ｖdt
■ブドウ品種:ガルナッチャ70％・テンプラ
ニーリョ30％
■赤・ミディアム
■土壌：砂・ローム質土壌
■醸造：ステンレスタンク使用。

マセレーションあり。
■収穫：9～10月頃
■収量：植密度2200本/」ha

ドーニャ テレサ ブランコ

グルーンアップルを彷彿させるフ

レッシュな香りと、爽やかで口当

たりの良い、親しみ易い辛口ワイ

ンです。

■Ｖdt
■ブドウ品種:アイレン
■白・辛口
■土壌：砂・ローム質土壌
■醸造：ステンレスタンク使用。

マセレーションなし。
■収穫：9～10月頃
■収量：植密度2200本/」ha

生産者協同組合と地元の生産
者により、1988年に設立。
ラ マンチャの伝統を踏まえつつ
最新の技術を積極的に取り入
れ、お手頃な価格帯ながらも高
評価のワインを造り出す。

標高700ｍに4000haの畑を所有。
大きな可能性のある広い畑から
真に選りすぐったブドウのみを
使用し、驚くほどコストパフォー
マンスの高いワインを生産する、
まさにラ マンチャ レボリューショ
ンのリーダー的な生産者。

赤・白どちらも

３L １，８５０円（税別）



人類最古のお酒とも呼ばれているマクスウェルのミード（はちみつのお酒）！！！

飯田
ワイン事業部

英知と勇気、生命と結束を願う、人類最古の酒

マックスウェル スパイスミード

ミード（蜂蜜酒）は、蜂蜜を発酵させて造ったユニークな珍しい飲み
物です。蜂蜜酒は人類最古の発酵飲料で、古 代ギリシアでは「ア
ンブロシア－神々の飲む不老不死の酒」として知られていました。

海賊バイキングは蜂蜜酒を 飲むと精力がつくと信じていたため、
新婚のバイキングの男性は子供が授かるよう結婚後１か月間は
ミードを飲み続けました。この期間が蜜月(ハニームーン)として知ら
れるようになり、ここから「ハネムーン」の伝統が生まれました。

シナモンとクローブの香りが口いっぱいに広がり蜂蜜と柑橘類の味
が寒い日に元気づけてくれます。

ワインメーカーのマークの父である
ケン・マックスウェルは1979年にブド
ウ畑を開拓し、化石を含む古代の石
灰岩土壌とサンディロームから成る
この地域はマクラーレンヴェールの
中でも品質の素晴らしいブドウを作
る事ができる場所です。

醸造所内ではグラビティシステムを
採用し、ワイン醸造における各行程
を重力の流れを利用して優しく果実
を取り扱うことができるように設計さ
れています。

石灰岩で覆われた地下セラー(ライ
ムカーヴ)は、一定の湿度と温度を
保つ理想的な環境を作り出し、ワイ
ン貯蔵庫として大きな役割を果たし
ます。

７５０ｍｌ ２，６３０円（税別）

シンプルな醸造方法のミード

蜂蜜酒「ミード」の原料は、蜂蜜と水、そして酵母菌だけです。
蜂蜜はそのままではお酒には生まれ変わりません。水で２～３倍に薄める事で発酵が始まり
ます。夏なら１週間、冬なら３週間程度でできあがります。また、味を劣化させるタンニン等が
含まれていませんので、抜栓後も冷蔵保存で１ヶ月以上おいしく召し上がっていただけます。




