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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 2020　/　2020 2020　/　2021 2017 NV 2018 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
（税別） 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 2017 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
（税別） 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



　　　　　　　　　　　　　　　北海道
17 18 19 23 20 21 22 24 25

赤 白泡 白泡 白 白 赤 ロゼ 白 白

商
品
イ
メ
ー

ジ

品名 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
朝日町　スパークリング

デラウェア　　白
フェルミエ　フェルミエ

ケルナー
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

フェルミエ
ロゼ

ピノノワール＆ピノグリ

フェルミエ　フェルミエ
アルバリーニョ

フェルミエ　アルバリー
ニョ　バリッカ

生産者 北海道ワイン　 高畠ワイン 朝日町ワイン　 フェルミエ フェルミエ フェルミエ フェルミエ フェルミエ フェルミエ

国名 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本

地方・クラス 北海道 山形 山形 新潟 新潟 新潟 新潟 新潟 新潟

ぶどう品種 ケルナー100％ シャルドネ100％ デラウェア
ケルナー

（北海道・余市産）
シャルドネ

カベルネ　ソーヴィニヨン
メルロー

ピノ・ノワール（新潟産）
ピノ・グリ（新潟産）

アルバリーニョ
（新潟市南区新飯田産／棚

栽培）

アルバリーニョ（新潟市南区
新飯田産／棚栽培）

容量 720 750 750 750 750 750 750 750 750

納入価格
(税込) 1,600 1,785 1,500 3,200 3,600 3,600 3,600 6,300 7,200

テイスト 辛口 辛口 辛口 辛口 なめらかな中重口 辛口 辛口

商
品
説
明

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。

ステンレスタンクで北海
道・余市産ケルナーを低
温発酵させました。ジュニ
パーベリーの爽やかな香
り、厚みのある果実味、程
よい酸、僅かな残糖が特
徴の白ワインです。余韻も
長く上品な飲み口です。

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」

除梗破砕したぶどうを48
時間低温浸漬した後、液
抜き・プレスした果汁を低
温発酵させました。 幅広
くお料理に合わせること
ができる淡いサーモンピ
ンクの辛口ロゼワインで
す。

フェルミエ自園の新潟市
南区新飯田産アルバリー
ニョ100％使用（棚栽
培）。 アルバリーニョはス
ペイン北西部リアスバイ
シャス地方の高級白ワイ
ン品種です。オレンジピー
ルや白桃、アプリコットの
ような上品な香りと引き
締まった酸が特徴です。ス
テンレスタンクで発酵・熟
成させました。

フェルミエ自園の新潟市
南区新飯田産アルバリー
ニョ100％使用（棚栽
培）。
アルバリーニョはスペイン
北西部リアスバイシャス地
方の高級白ワインです。白
桃やアプリコットのような
上品な香りと引き締まっ
た酸が特徴です。ステンレ
スタンクで発酵の後、フレ
ンチオーク樽で熟成させ
ました。長期熟成にも堪え
る造りです。

コルク コルク 王冠 コルク コルク コルク コルク

新潟山形

乾酒店 国産ワインリスト（県別）



26 27 28 29 30

白 白 白 赤 白泡

商
品
イ
メ
ー

ジ

品名
フェルミエ　エルマール

アルバリーニョ
フェルミエ　アルバリー

ニョ パシフィカード
丹波ワイン
小式部　白

丹波ワイン
小式部　赤

丹波ワイン てぐみ
白泡

生産者 フェルミエ フェルミエ 丹波ワイン 丹波ワイン 丹波ワイン

国名 日本 日本 日本 日本 日本

地方・クラス 新潟 新潟 京都 京都 京都

ぶどう品種
アルバリーニョ（新潟市西蒲

区越前浜産）
アルバリーニョ（新潟市南区

新飯田産）
デラウェア・甲州 マスカット・ベリーＡ

デラウェア
甲州

容量 750 750 720 720 330

納入価格
(税込) 10,800 14,000 1,400 1,400 730

テイスト 辛口 中口 中口 辛口

商
品
説
明

フェルミエ自園の新潟市
西蒲区越前浜産アルバ
リーニョ100％使用（垣根
栽培）。 アルバリーニョは
スペイン北西部リアスバイ
シャス地方の高級白ワイ
ン品種です。 「El Mar(エ
ルマール)」は日本海に近
い海砂のテロワールで育
まれたミネラルに溢れる
フェルミエのトップキュ
ヴェです。ステンレスタン
クで発酵・熟成させまし
た。

原料ぶどう（アルバリー
ニョ）の 60%を収穫後に
干してから搾汁・発酵さ
せ、樽熟成した贅沢な造り
です。蜂蜜やトロピカルフ
ルーツのようなリッチな
テイストの白ワインです。
BASIC DATE

フレッシュであるが穏やか
な酸味と軽やかな果実味
を備えたミディアムライト
タイプの辛口白ワイン。
パッションフルーツや柑橘
系の味わい。アフターは短
めで爽やかで、微かな苦
みが全体を引き締めてい
る。

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。

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

新潟 京都

乾酒店 国産ワインリスト（県



　　　　　　　　　　　　　　　
31 32 33 34 35 36 37 38

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

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

コンセンティア
カベルネソーヴィニヨン

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

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 ヴィーニャ・コノスル ヴィーニャ・コノスル フードフレンドリーワイン デ　ボルトリ ＬＧＩ生産者組合

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

地方・クラ
ス

ヴァン　ド　フランス IGTマルケ DO　ラ　マンチャ 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 ラングドック　ルーション

年号 NV 2020 2021 2018 2019 2021 2020 2021

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％

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％

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％

容量 750 750 750 750 750 750 750 750

納入価格
（税別） 680 690 700 750 750 750 760 790

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

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.

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。

世界で称賛されるプレミアム
チリワインのパイオニア。
熟れたレッドカラントなど、赤
系果実の香り。瑞々しい果実
味に、優しく溶け込んだタンニ
ン、コク深く心地よい味わい。

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

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

樽熟成(有)
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

赤

乾酒店 輸入ワインリスト 赤



　　　　　　　　　　　　　　　
39 40 41 42 43 44 45 46

商
品
イ
メ
ー

ジ

品名
 コレクション
ピノノワール

レア　ヴィンヤ―ズ
カリニャン

シレーネ ロッソ
イントルソ

オーガニック
メルロー

ドゥカマッテオ
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

生産者 ボデガ・エル・エステコ ＬＧＩ生産者組合 チートラ・ヴィーニ フォアン　ジル ドゥーカ・マッテオ・プリモ ＬＧＩ
フェリックス　　リス

 アヴァンティス
モンカロ

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

地方・クラ
ス

カルチャキ・ヴァレー ランドックルーション テッレ・ディ・キエーティ I.G.T. ムルシア州　フミリア ヴェネトIGT IGPペイドック バルデペーニャス IGT

年号 2018 2021 2020 2020 2018 2020 2015 2020

ぶどう品種 ピノノワール100％ 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％

モナストレル100％
メルロー100％ 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％

容量 750 750 750 750 750 750 750 750

納入価格
（税別） 840 880 890 890 980 980 1,000 1,000

テイスト 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 ミディアムフル ミディアム

商
品
説
明

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。

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。

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

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。

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

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 樽熟成（有）

業務店様専用

ベルリンワイントロフィー　2018　金賞 リヨンコンクール 2019 金賞

有機栽培 有機栽培

赤

乾酒店 輸入ワインリスト 赤



　　　　　　　　　　　　　　　
47 48 49 50 51 52 53 54

商
品
イ
メ
ー

ジ

品名 ガバルダ　ウノ カンフォラレス　　シラー
レ・タンヌ　オクシタン

カベルネソーヴィニオン
ユー　バイ　ウンドラーガ
カベルネソービニオン

アルタ
シラーズ/マルベック

スピアー
カベルネソーヴィニヨン

カベルネソービニヨン
ＶＶ　シュールダルク

マレノン　クラシック
ヴァントゥ　ルージュ

生産者 ボデガス　ガバルダ
ボデガス　カンポス

レアレス
ドメーヌ・ポール・マス ウンドラーガ カリア スピアー・ワインズ シュール ダルク マレノン

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

地方・クラ
ス

カリニェナ 　DOラマンチャ I.G.P.ペイ・ドック DOセントラル・ヴァレー サンファン W.O.ウエスタン・ケープ ラングドック　ルーション コート　デュ　ローヌ

年号 2017 2019 2020 2019 2021 2020 2018 2016

ぶどう品種
ガルナッチャ

シラー
シラー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％

シラーズ60％
マルベック40％

カベルネソーヴィニヨン85%
カベルネフラン15%

カベルネソーヴィニヨン100％
　グルナッシュ70%

シラー30%

容量 750 750 375/750 750 750 750 750 750

納入価格
（税別） 1,040 1,050  760/1,050 1,060 1,170 1,200 1,100 1,100

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

商
品
説
明

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。

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

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

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。

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。 

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。

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

深いルビー色。熟した果実や
カシスの香り。シルキーな口当
たりで、幅広い料理に合わせ
やすい柔らかさが特徴。スパイ
シーさを感じられるフィニッ
シュも魅力。

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

アメリカンオークで4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)

樽熟成（有） 3-4年樽で6ヶ月熟成。

業務店様専用

金賞受賞 金賞受賞 金賞受賞

リュット・レゾネ　

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
アルガンサ　　フラビウム

プレミウム
ワインメーカーズ・ノート

カベルネ・シラーズ
  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

アルジェント
マルベック

ガスコーニュ　ルージュ
サリーチェ

サレンティーノ　レゼルヴァ
シャトー ニコ

生産者 ビノス　デ　アルガンサ アンドリュー・ピース フィンカ　ソフェニア フィンカ　ソフェニア アルジェント アラン・ブリュモン リオーネ・デイ・ドージ　 シャトー元詰

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

地方・クラ
ス

カスティーリャ　イ　レオン州
サウス・イースタン・

オーストラリア
メンドーサ IGP

サリーチェ・サレンティーノ
リゼルヴァDOC

A.O.C.ボルドー

年号 2018 2019 2019 2019 2020 219 2017 2017

ぶどう品種 メンシア100％
シラーズ

カベルネソーヴィニヨン
カベルネソーヴィニヨン マルベック マルベック100％

タナ50％
メルロー50％

ネグロアマーロ80％
マルヴァジアネラ20％

カベルネソーヴィニヨン70％
 メルロー30％

容量 750 750 750 750 750 750 750 750

納入価格
（税別） 1,120 1,150 1,150 1,150 1,190 1,190 1,250 1,250

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

商
品
説
明

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。

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。

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
1200 ｍ 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。

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。

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。

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。

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。

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。
樽熟成（有） オーク樽で3～4ヵ月熟成 オーク樽で3～4ヵ月熟成

フレンチオーク(50%)
アメリカンオーク(50%)

オーク樽12ヶ月熟成 オーク樽で6ヵ月熟成

業務店様専用 業務店様専用

「日本で飲もう最高のワイン
2015」金賞

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２０２０
銀賞

サクラアワード 2018金賞 金賞受賞

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 シャトー　デ　ノージャン
マン 　ピノタージュ

セラーセレクト

パヌール
カベルネソービニヨン

グラン・レセルバ

オールドワイナリー
ピノノワール

ドン・ダビ
マルベック レゼルバ

オリバーレス
ティント

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 シャトー・ノージャン マン エラスリス　・オバリェ ティレルズ ボデガ・エル・エステコ ボデガス・オリバーレス LGI
ボデーガス　アントニオ

アラーエス

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

地方・クラ
ス

AOCボルドー コースタル コルチャグア・ヴァレーD.O. カルチャド・ヴァレー フミーリャDO シュドウェスト DOバレンシア

年号 2019 2019 2021 2021 2019 2020 2017 2018

ぶどう品種
メルロー70％

カベルネソーヴィニヨン30％
ピノタージュ90％

シラーズ10％
カベルネソーヴィニヨン100％ ピノノワール100％ マルベック100％

モナストレル75％
グルナッシュ15％

シラー10％
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
（税別） 1,250 1,270 1,280 1,300 1,300 1,400 1,450 1,460

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 フル ミディアム ミディアム ミディアムフル

商
品
説
明

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。

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。

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。

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。

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。

ダーク・ベリーとチェリーの香り。
口に含むとフレッシュで、味わい
にも甘く生き生きとした色濃い
果実を感じる。胡椒の風味がアク
セントとなり、バランスのよい酸
に引っ張られる。ハーブでマリネ
した肉、北京ダックなどとの相性
は抜群。オリバーレス一家の思い
は、『フミーリャの荒々しくも美し
い自然への愛によって、テロワー
ルを体現したワイン造りへと突き
動かされた祖父、その彼の思い
は、この地に古くからある、モナ
ストレルという品種を真の方法で
体現したワインを造るという、私
たちにとっての目的であり続け
る』と言う哲学に表れています。

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 オーク樽熟成　８ヶ月 スクリューキャップ スクリューキャゥプ

オーク樽で12ヵ月熟成
主にフレンチオークにて

12ヶ月の熟成。
オーク樽で12ヵ月熟成 アメリカンオーク樽4ヶ月熟成

サクラアワード2019金賞

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
ヴァン　ロヴェレン　アフリカ

ンジャバ　ピノタージュ
フェウド　マッカリ

ネーレ
エスピノ　メルロー エスピノ　ピノノワール マンシーレス

シクロス　イコノ
マルベック/メルロー

レッドツリー
カベルネソーヴィニヨン

レゼルヴ　　ルデュック
カベルネ・シラー

生産者 ヴァン　ロヴェレン フェウド　マッカリ
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
ボデーガス・アルランサ 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

LGI

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

地方・クラ
ス

WOロバートソン IGPテッレ　シチリアーネ マイポヴァレー マイポヴァレー DOアルランサ カルチャキ・ヴァレー カリフォルニア州 ラングドック

年号 2021 2019 2017 2021 2016 2018 2019 2019

ぶどう品種 ピノタージュ100％ ネーロダヴォラ100％ メルロー　他 ピノノワール100％
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％

マルベック50％
メルロー50％

カベルネソーヴィニヨン100％
カベルネソーヴィニヨン50％

シラー50％

容量 750 750 750 750 750 750 750 750

納入価格
（税別） 1,500 1,520 1,570 1,570 1,600 1,600 1,620 1,630

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

商
品
説
明

ブラックベリーや桑の実に、
オーク由来のコーヒーやチョコ
レートの豊かなアロマ。ダーク
チョコレートを思わせるフィ
ニッシュが魅力的。

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

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。

「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。

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。

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。

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。

スクリューキャゥプ スクリューキャップ

オーク樽で8ヵ月熟成 一部オーク樽で4ヵ月熟成 オーク樽で4ヵ月熟成 樽熟成（有）
フレンチオークのスティーブ

を用い熟成。
フレンチオーク樽6ヶ月熟成

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
テラノブレ

カベルネソーヴィニヨン
グランレゼルバ

ナーリーヘッド
ピノノワール

マス・デ・タンヌ シャトー　ラ　ゴルス ビビドール ビリッロ 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

生産者 テラノブレ
デリカート　ファミリー

ヴィンヤ―ズ
ドメーヌ・ポール・マス シャトー元詰

ボデーガス・アントニオ
アラーエス

マルシリアーナ テヌータ　モンテティ シャトー　タイヤック

国名 チリ アメリカ フランス フランス スペイン イタリア  イタリア フランス

地方・クラ
ス

DOコルチャグアヴァレー カリフォルニア I.G.P.ペイ・ドック ボルドー ＤＯウティエル・レケーナ トスカーナIGT トスカーナ州 ボルドー　コートドブール

年号 2019 2020 2015 2017 2019 2017 2015 2017

ぶどう品種 カベルネソーヴィニヨン100％

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％

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％

ボバル100％
メルロー60％

カベルネソーヴィニヨン40％

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％

容量 750 750 750 750 750 750 750 750

納入価格
（税別） 1,680 1,760 1,780 1,850 1,920 1,920 2,000 2,080

テイスト フル 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 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

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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
オークスティーブにて12ヶ月 オーク樽で8ヵ月熟成

オーク樽で15～18ヵ月
熟成

オーク樽で4ヵ月熟成 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）

ビオロジック ビオロジック

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
ザ　ベルベット

デビル　メルロー
ブルゴーニュ
 ピノノワール

スリーライオン
カベルネ／メルロー

コトー　ブルギニヨン
ピノノワール

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 ラガーレス

生産者 チャールズ　スミス ＪＰマルシャン プランタジェネット ジャン　タルディ　エ　フィス チャールズ　スミス チャールズ　スミス シャトー元詰
ボデーガス　アントニオ

アラーエス

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

地方・クラ
ス

ワシントン州 ブルゴーニュ グレートサザン コート　ド　ニュイ ワシントン州 ワシントン州 ボルドー DOバレンシア

年号 2017 2019 2017 2018 2017 2017 2017 2015

ぶどう品種
メルロー89％

カベルネフラン10％
マルベック1％

ピノノワール100％
カベルネソービニヨン

メルロー
カベルネフラン

ピノノワール100％
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％

モナストレル60％
カベルネ・ソーヴィニヨン40％

容量 750 375/750 750 750 750 750 750 750

納入価格
（税別） 2,100 1,400/2,180 2,190 2,240 2,280 2,280 2,500 2,560

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

商
品
説
明

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。

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。

メルローに由来する引き締
まったシルキーなタンニンと
程よいいきいきとした酸が印
象的です。ブラックベリーや完
熟したカシスの風味にオーク
由来のトースト香とスペアミン
トを思わせる魅力的なアロマ。
全体の調和が良く取れた味わ
いと長い余韻の印象的です。

ヴォーヌ・ロマネ村に本拠地を
持つブルゴーニュのトップド
メーヌ。

ピノノワール100％で造られ
る果実感重視のコトー　ブル
ギニヨン　ルージュ。凝縮感と
きめ細かいタンニンも心地良
い1本。

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。

「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。

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

オーク樽で10ヵ月
シュールリー熟成

樽熟成9ヵ月
澱引きせずに16～18ヵ月

樽熟成
フレンチオークで10ヶ月熟成 樽熟成（有） オーク樽で12ヵ月熟成

リュット・レゾネ　

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 シャトー　ファルファ クローズエルミタージュ
シャトー

オステンピカン
グラッドストーン　アーラー

ピノ・ノワール
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

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

生産者 コックラン家 Ｅ・ギガル イヴ・ピカン アーラーワイナリー ロブレ　モノ テッレ・デル・バローロ デュペレバレラ ミシェル　グロ

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

地方・クラ
ス

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

年号 2017 2016 2016 2021 2018 2013 2017 20017

ぶどう品種

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％

シラー100％
  メルロー70％

カベルネフラン30％ ピノノワール 　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％
ピノノワール100％

容量 375/750 750 750 750 750 750 750 750

納入価格
（税別） 1,590/2,630 2,680 2,690 2,890 2,900 3,040 3,200 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

商
品
説
明

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。

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。

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。

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！

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。

スクリューキャップ

オーク樽で24ヵ月熟成 オーク樽で12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 オーク樽で18ヵ月熟成

ビオ･ディナミ リュット・レゾネ ビオ･ディナミ ビオ･ディナミ

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
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

バルバレスコ　リゼルヴァ
シャンボール　ミュジニィ

レ　クロ

生産者 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 カーサ・ヴィ二コラ・ニコレット アントナン・ギヨン

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

地方・クラ
ス

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 バルバレスコD.O.C.G ボーヌ

年号 2015 2011 2012 2016 2012 2015 2000 2015

ぶどう品種
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％ ネッビオーロ100％ ピノノワール100％

容量 750 750 750 750 750 750 750 750

納入価格
（税別） 3,300 3,800 4,400 6,600 6,000 6,240 6,800 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 フル フル フル フルボディ フル

商
品
説
明

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。

良年の貴重な古酒。ルビー
レッドでオレンジがかったエッ
ジ。ドライチェリーの香りやス
パイスの印象も感じられます。
洗練されたタンニンがあり、長
い余韻とともに染み渡る味わ
いです。オーク樽72カ月
(1000L、スラヴォニア産、新
樽比率50%)/瓶72カ月以上

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。

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

https://vinoforet.mottox.co.jp/winery/000128


　　　　　　　　　　　　　　　
111 112 113 114 115 116 117 118

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

コンセンティア
シャルドネ

ソーヴィニヨン・ブラン

ロスガンソス　シャルドネ
ヴァラエタル

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

レア　ヴィンヤーズ
ブラン　ド　ブラン

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
フードフレンドリーワイン ヴィーニャ・コノスル デ　ボルトリ ＬＧＩ ＬＧＩ

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

地方・クラ
ス

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

年号 NV 2020 2019 2021 2018 2019 2020 2021

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％
シャルドネ85％

ソーヴィニヨン・ブラン15％
シャルドネ100％

セミヨン
シャルドネ

コロンバール80％
ユニブラン20％

コロンバール100％

容量 750 750 750 750 750 750 750 750

納入価格
（税別） 680 690 700 750 750 760 790 880

テイスト 辛口 辛口 辛口 辛口 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。

プレミアムチリワインのパイオ
ニア。
完熟したアプリコット、黄桃の
香り。フレッシュな果実味と酸
のバランスが良く、程よい厚み
があります。

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。

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。

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。

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

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



　　　　　　　　　　　　　　　
119 120 121 122 123 124 125 126

商
品
イ
メ
ー

ジ

品名 クロード　ヴァル
レア　ヴィンヤーズ

シャルドネ

デュオ　デ　メール
ソーヴィニヨン

ヴィオニエ

セークレッドヒル
セミヨン/シャルドネ

ソアーヴェ
オーガニック

モンカロ　マルケ　ビアンコ
オーガニック

ヴィニウス　オーガニック
シャルドネ

レ・タンヌ　オクシタン
シャルドネ

生産者 ドメーヌ・ポール・マス ＬＧＩ  ＬＧＩ デ　ボルトリ
カーサ・ヴィニコラ・

サルトーリ
モンカロ

ジャン=クロード・マス
エステーツ＆ブランズ

ドメーヌ・ポール・マス

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

地方・クラ
ス

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

年号 2020 2021 2021 2019 2021 2021 2020 2020/2020

ぶどう品種

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％
　ソーヴィニヨンブラン70％

ヴィオニエ30％
セミヨン　 シャルドネ

ガルガネーガ
トレッビアーノ

トレッビアーノ70％
パッセリーナ30％

シャルドネ100 % シャルドネ100％

容量 750 750 750 750 750 750 750 375/750

納入価格
（税別） 880 900 980 990 1,000 1,000 1,030 ７６０/1,050

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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　 有機栽培 リュット・レゾネ

白

乾酒店 輸入ワインリスト 白



　　　　　　　　　　　　　　　
127 128 129 130 131 132 133 134

商
品
イ
メ
ー

ジ

品名
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　クラシック
ヴァントゥ　ブラン

アローフィールド
 ワインメーカーズノート

シャルドネ

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

リトルジェームス
バスケットプレス

生産者 モンカロ マレノン アンドリュー・ピース 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 サンコム

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

地方・クラ
ス

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

コート　デュ　ローヌ
サウス・イースタン・

オーストラリア
A.C.ミュスカデ・ド・セーヴル

エ・メーヌ
　IGPペイドック IGPペイドック

年号 2019 2017 2020 2019 2018 2019 2020 2019

ぶどう品種 ヴェルディッキオ100％
クレレット    ルーサンヌ

グルナッシュブラン
シャルドネ シャルドネ100％ トロンテス100％ ミュスカデ１００％ シャルドネ100％

ソーヴィニヨンブラン50％
ヴィオニエ50％

容量 750 750 750 750 750 750 750 750

納入価格
（税別） 1,050 1,100 1,150 1,150 1,150 1,180 1,180 1,280

テイスト 辛口 フルーティーな辛口 辛口 辛口 辛口 辛口 辛口 辛口

商
品
説
明

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。

料理を選ばない、クラレット主
体の白。熟した洋梨を思わせ
る華やかなアロマにデリケート
でバランスの取れた味わい。
アロマからの余韻までフレッ
シュなワイン。

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。

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本です。

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！

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



　　　　　　　　　　　　　　　
135 136 137 138 139 140 141 142

商
品
イ
メ
ー

ジ

品名
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

ドン・ダビ
 シャルドネ レゼルバ

レ・タンヌ
オーガニック
シャルドネ

フュメ　ブランシュ
ソービニオンブラン

トカイ　フルミント
セミ　スイート

カナジャス　ブランコ
アイアンストーン
オブセッション
シンフォニー

生産者 ティレルズ スマロッカ ボデガ・エル・エステコ ドメーヌ・ポール・マス Fリュルトン シャトー　エラ
ボデーガス　アントニオ

アラーエス
アイアンストーン

国名 オーストラリア スペイン アルゼンチン フランス フランス ハンガリー スペイン アメリカ

地方・クラ
ス

DOペネデス カルチャッキ・ヴァレー I.G.P.ペイ・ドック ヴァンドフランス DOバレンシア カリフォルニア

年号 2021 2020 2019 2019 2020 2018 2018 2020

ぶどう品種 シャルドネ100％ ミュスカ100％ シャルドネ シャルドネ100％ ソーヴィニヨンブラン100％ フルミント100％
メルセゲラ50％
モスカテル50％

シンフォニー主体
オレンジマスカット/ヴィオニエ

容量 750 750 750 750 750 750 750 750

納入価格
（税別） 1,300 1,300 1,300 1,360 1,390 1,440 1,460 1,480

テイスト 辛口 やや辛口 辛口 辛口 辛口 やや甘口 辛口 やや辛口

商
品
説
明

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。

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
ツのニュアンス。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。

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。 

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。

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。

※一時欠品中
次回入荷23年1月中旬頃予定

“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。

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
よって生まれたアメリカ原産
品種。華やかなマスカットや白
桃の香りにピリッとスパイシー
な風味が特徴の白ワインで
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

フレンチオークで6ヶ月
樽熟成（有）

ｻｸﾗ･ｱﾜｰﾄﾞ 2021 金賞

ビオロジック　 サステーナブル農法  

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
ツエラー　シュヴァルツ

カッツ　Q.b.A
ナチュール　ヴィヴァン

ブラン
アルクーミ  グレイジング

コレクション
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

レッドツリー
シャルドネ

チック
カンフーガール
リースリング

生産者 J&H ゼルバッハ ボンフィス アルクーミ　 スモーキングルーン クライン
オニール　ヴィントナーズ

＆ディスティラーズ
アグスティ　トレーリョ

チャールズ　スミス
ワインズ

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

地方・クラ
ス

クヴァリテーツヴァイン ラングドック
グレートサザン

フランクランドリヴァー
カリフォルニア カリフォルニア カリフォルニア州 DOペネデス ワシントン州

年号 2020 2020 2021 2018 2019 2020 2019 2020

ぶどう品種 リースリング100％ ソーヴィニヨンブラン
セミヨン

ソーヴィニヨンブラン

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

シャルドネ100％ チャレッロ 100% リースリング100％

容量 750 750 750 750 750 750 750 750

納入価格
（税別） 1,520 1,530 1,550 1,590 1,600 1,620 1,830 1,950

テイスト やや甘口 やや辛口 辛口 辛口 辛口 辛口 辛口 やや辛口

商
品
説
明

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。

トロピカルなエチケットはハワ
イの海の守り神である亀（ハワ
イ語＝ホヌ）、島の女神、太陽、
海、山の恵みと自然の循環を
テーマに、カウアイ島のビーチ
で描かれたものです。南仏の
粘土石灰土壌で無農薬栽培さ
れるソーヴィニヨンブラン
100％で醸造しました。輝く
薄黄色で、清々しいハーブや
柑橘系の香りの後によもぎの
香りがやってきます。キレのあ
る酸が爽やかでドライな味わ
いです。

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。輝きのあ
る淡い麦わら色。パイナップル
やパッションフルーツなどの、
いきいきとした果実の風味が
きれいな酸に支えられ、みず
みずしさが残る、さっぱりとし
た後味の繊細な味わい。

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。

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。

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。

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。

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

フレンチオーク樽5ヶ月熟成
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2015　金賞 
ジャパン・ワイン・チャレンジ

2020プラチナ賞

有機栽培 有機栽培

白

乾酒店 輸入ワインリスト 白



　　　　　　　　　　　　　　　
151 152 153 154 155 156 157 158 159

商
品
イ
メ
ー

ジ

品名
ブルゴーニュ
シャルドネ

マリエッタ
ゼルバッハ　ピースポーター
ミヘルスベルグ　カビネット

マコン  ペロンヌ
トラディション

イヴ　シャルドネ
ディープ　ブルー

トロッケン
シャブリ

トック　エ　クロシェ
リムー　オータン

グラットストーン　アーラー
ソーヴィニヨン・ブラン

生産者
ジャン・フィリップ

マルシャン
ボデーガス・マルティン

コダックス
J&H ゼルバッハ ドメーヌ ド ラ コンドミン チャールズ　スミス テッシュ トレンブレー家 シュール　ダルク アーラーワイナリー

国名 フランス スペイン ドイツ フランス アメリカ ドイツ フランス フランス ニュージーランド

地方・クラ
ス

ブルゴーニュ ＤＯリアスバイシャス カビネット マコネー地区 コロンビア･ヴァレー クヴァリテーツヴァイン シャブリ ACリムー グラッドストーン

年号 2019 2019 2018 2018 2017 2019 2018/2020 2017 2020

ぶどう品種 シャルドネ100％ アルバリーニョ100％ リースリング100％ シャルドネ100％ シャルドネ100％ ピノノワール シャルドネ シャルドネ100％ ソーヴィニヨンブラン100％

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

納入価格
（税別） 1,300/1,960 1,980 1,760 2,000 2,100 2,120 1,330/2,290 2,240 2,370

テイスト 辛口 やや辛口 やや甘口 辛口 辛口 辛口 辛口 辛口 辛口

商
品
説
明

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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

樽熟成（有） オーク樽5ヶ月熟成 フレンチオーク樽10ヶ月熟成

サクラアワード２０１７
ダブルゴールド賞

ビオロジック ビオディナミ

白

乾酒店 輸入ワインリスト 白



　　　　　　　　　　　　　　　
160 161 162 163 164 165 166 167

商
品
イ
メ
ー

ジ

品名
シャブリ

ラ・ピエレレ
サンセール

ヴィエイユ・ヴィ―ニュ
シャブリ　Ｖ．Ｖ

クロダン　ブシー

グラッドストーン
アーラー

ノーブルリースリング

レオンペイエ　ゲヴェルツ
トラミネール

ハーンドルフヒル
グリューナーヴェルトリナ－

グリュ

シャブリ　１級畑
フルショーム

ゼルバッハ　オスター
ピノブラン　ドライ

生産者 ラ・シャブリジェンヌ ド　ラ　ガレンヌ カーヴ・クロダン・ブシー アーラー レオン・ベイエ ハーンドルフヒル トレンブレー家 ゼルバッハ　オスター

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

地方・クラ
ス

A.O.C.シャブリ ロワール シャブリ グラッドストーン アルザス アデレード ヒルズ シャブリ 　クヴァリテーツヴァイン

年号 2019 2019 2019 2018 2018 2020 2018/2020 2017

ぶどう品種 シャルドネ100％ ソーヴィニヨンブラン100％ シャルドネ リースリング100％ ゲヴュルツトラミネール100％ グリューナーヴェルトリナー シャルドネ100％ ピノブラン100％

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

納入価格
（税別） 1,680/2,400 2,530 2,540 2,850 2,880 2,880 1,690/3,290 3,040

テイスト 辛口 辛口 辛口 甘口 やや辛口 辛口 辛口 やや辛口

商
品
説
明

「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

テロワールの特徴を活かすた
め、醸造・熟成ともにステンレ
スタンクのみに切り替え、豊か
な果実の香りやピュアで優し
い果実味が表現されたシャブ
リを生み出しています。
緑がかったイエロー。白桃など
の果実香に軽いトーストなど
のニュアンス。フレッシュな酸
味が感じられ、 綺麗なミネラ
ルとともに綺麗に広がります。
グレープフルーツなどの膨よ
かな果実味が余韻まで長く残
ります。

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。

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。

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。

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。

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。

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

5%オーク樽8ヶ月熟成 １部樽熟成有 20％樽熟成
伝統的なドイツ大樽にて

約4ヶ月熟成

金賞受賞

リュット・レゾネ　 リュット・レゾネ　 有機栽培

白

乾酒店 輸入ワインリスト 白



　　　　　　　　　　　　　　　
168 169 170 171 172 173 174

商
品
イ
メ
ー

ジ

商
品
イ
メ
ー

ジ

品名
テイクン　ナパヴァレー

シャルドネ

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

クルジウス　トライザー
ローテンフェルス

リースリング　トロッケン

シャブリ   特級畑
ヴォデジール

ムルソー　リモーザン
（バデ　ミミュール）

品名
マレノン　クラシック
リュベロン　 ロゼ

フルール　デグランティーヌ
ロゼ

生産者 テイクン ミッシェルグロ ドクター　クルジウス トレンブレー家 バデ　ミリュール 生産者 マレノン シャトー　ムルグ　デュ　グレ

国名 アメリカ フランス ドイツ フランス フランス 国名 フランス フランス

地方・クラ
ス

ナパヴァレー ACオート　コート　ド　ニュイ QBA シャブリ ＡＣムルソー
地方・クラ

ス
ACリュベロン　ロゼ ACコスティエール　ド　ニーム

年号 2018 2014 2019 2018 2020 2020

ぶどう品種 シャルドネ100％ シャルドネ100％ リースリング100％ シャルドネ シャルドネ100％ ぶどう品種
グルナッシュ60％

シラー40％
グルナッシュ主体

ムールヴェドル・シラー

容量 750 750 750 750 750 容量 750 750

納入価格
（税別） 3,200 3,600 4,000 5,690 5,980 納入価格

（税別） 1,150 1,600

テイスト 辛口 辛口 辛口 辛口 辛口 テイスト やや辛口 やや辛口

商
品
説
明

1940年代よりナパ・ヴァレー
の地で高品質なワインを造り
続けるトリンチェロ・ファミ
リーのポートフォリオを代表す
るテイクンは、過去の価値観に
とらわれないユニークでハイク
オリティなワインを長年にわた
り世に送り出してきた。熟した
洋梨にシトラスの香り、スパイ
スやバタースコッチ、クルミな
ど様々な風味が混じり合い、
フレッシュ感もありつつクリー
ミーな口当たり。

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。

柑橘や桃を連想させる香り。
豊かなミネラルと上品な酸味
のバランスが素晴らしいワイ
ン。エアステ・ラーゲ（1級畑）
の4ha。標高150ｍ。南向き
の斜面。斑岩質の土壌。平均
樹齢35年。植密度4,500-
5,000本/ha。収量
40hl/ha。10月後半に手摘
み収穫。年産3,000本のみ。

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。

ムルソー・リモザンは、ポリュ
ゾ、ジュヌヴリエール、シャルム
の3つの1級畑に接する畑で、
村名クラスでありながら絶好
の立地にあり、テロワールの
ポテンシャルを感じることが
できます。
滑らかでエレガントな味わい
です。

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。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。

熟成: 70%フレンチ、アメリカン
オーク (30％新樽) にて9ヶ月

オーク樽11ヶ月熟成 樽熟成（有） 樽熟成（有）

ワインアドヴォケイト 90pt 

ファルスタッフ 90pt 

白 ロゼ

乾酒店 輸入ワインリスト 白



175 176 177 178 179 180

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
（税別） 770 770 960 1,090 1,980 4,250

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



　　　　　　　　　　　　　　　

181 182 183 184 185 186 187 188

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

カビッキオーリ　バロヴィエ
ピノシャルドネ　ブリュット

ウィスパーズ
ブリュット　　キュヴェ

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 カビッキオーリ リトレ・ファミリー・ワインズ

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

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 　VSQ
サウス・イースタン

オーストラリア

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％

　ピノビアンコ70％
シャルドネ30％

シャルドネ66％
セミヨン21％

コロンバール13％

容量 750 750 750 750 750 750 750 750

納入価格
（税別） 770 800 980 950 1,050 1,080 1,150 1,190

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。

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。

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。

 

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



　　　　　　　　　　　　　　　

189 190 191 192 193 194 195 196

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
ジャンピエール　ブリュット

スマロッカ　　カバ
ブリュット　レゼルバ

ヴィーニャ　　マルティナ
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

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

リーベック　スパークリング
ブリュット

アマルテア 　ブリュット
ナチュレ レゼルバ

オーガニック

生産者 スマロッカ デ ボルトリ スマロッカ ヴィーニャ　マルティナ レ　コンテッセ ジャイアンス リーベック ルシャレル

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

地方・クラス 　DOカバ リヴェリナ 　ＤＯカバ DOカヴァ
DOCプロセッコ

トレヴィーゾ
ヴァンムスー スワートランド DOペネデス

NV NV 2019 NV 2021 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％

シャルドネ80％
ピノノワール20％

パレリャーダ42％
マカベオ27％

チャレッロ24％

チャレッロ50％
パレリャーダ30％

マカベオ20％
グレーラ100％ シャルドネ100％

シャルドネ66％
ピノノワール34％

チャレ・ロ45%
マカベオ35%

パレリャーダ20%

容量 750 750 750 750 375/750 750 750 750

納入価格
（税別） 1,200 1,300 1,450 1,440 980/1,520 1,600 1,650 1,680

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。

レモン様の色調と勢いの良い
泡立ち。豊かな酵母と新鮮な
レモンやメロンのニュアンスが
混ざる魅力的なアロマ。ビス
ケットの風味に豊かな果実味
のバランスが調和した綺麗な
酸とシャープな切れ味を感じ
る滑らかな口当たりです。

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。

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。

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。

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。

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
の味わいを楽しめます。

オーガニック&ビオディナミを
実践するカタルーニャのワイナ
リー。いきいきと輝く麦わら
色。繊細な泡立ち。フレッシュ
&フルーティーで、洋ナシやシ
トラスのアロマにあふれてい
ます。花のような香りやナッ
ツ、焼きたてのトーストのよう
な香ばしい風味も漂います。
心地よい酸味と海の塩の風味
が効いたドライでエレガントな
味わい。

スクリューキャップ

有機栽培

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



197 198 199 200 201 202 203 204

商
品
イ
メ
ー

ジ

品名
エンゲラ　イン　ア
バブル　カヴァ

ブリュット　ナチュレ

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

マルゲーヌ　PCブリュット
ブルーノ・パイヤール
エクストラ ブリュット
プルミエール キュヴェ

生産者 ボデガス・エンゲラ 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 A.マルゲーヌ ブルーノ・パイヤール

国名 スペイン  フランス フランス イタリア フランス フランス フランス フランス

地方・クラス DOカヴァ 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 ACシャンパーニュ１級 シャンパーニュ

NV NV NV NV NV NV NV

ぶどう品種
シャルドネ50%
マカベオ50％

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90％
ピノノワール10％

ピノノワール 45％
シャルドネ 33％
ピノ・ムニエ 22％

容量 750 750 750 750 750 750 375/750 750

納入価格
（税別） 1,760 1,980 2,240 3,300 3500 4,000 2,720/5,600 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

当主こだわりのオーガニック栽培
による葡萄の果実味が、口のな
かでピュアに広がります。ガス圧
5.5気圧。キレがありながら泡は
きめ細かく、10か月の熟成によ
る個性が現れています。芳醇なア
ロマはリンゴや柑橘系。泡はきめ
細やかですが、コクもありドライ
な味わいです。

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！

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。

麦わらを思わせる淡い黄金色
に、繊細で細やかな気泡。第一
アロマはシャルドネ由来のライ
ム、グレープフルーツ等の柑橘
系果実の香り。生き生きとハ
リのあるアタック。赤スグリの
ゼリーや黒果実を思わせる豊
かな果実味に溢れ、余韻の長
いピュアで上品な後味がどこ
までも広がります。

リュット・レゾネ リュット・レゾネ リュット・レゾネ

有機栽培

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



205 206 207 208 209 210 211

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

2019 2019 2020 2018 2018 2016 2017

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
（税別） 600 670 760 800 850 1,400 1,590

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



212 213 214 215 216 217 218 219

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

シャブリ
ブルゴーニュ
 シャルドネ

シャブリ　ラ・ピエレレ
シャブリ　１級畑

フルショーム

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　 トレンブレー家 ＪＰマルシャン ラ・シャブリジェンヌ トレンブレー家

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 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 シャブリ ブルゴーニュ A.O.C.シャブリ シャブリ

2019 2021 2020 2019 2018 2016 2019 2018

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％
シャルドネ シャルドネ100％ シャルドネ100％ シャルドネ

容量 375 375 375 375 375 375 375 375

納入価格
（税別） 600 670 760 800 1,330 1,300 1,680 1,690

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。

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。

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。

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 20％樽熟成

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



220 221 222

商
品
イ
メ
ー

ジ

品名
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 バルディビエソ レ　コンテッセ A.マルゲーヌ

国名 チリ イタリア フランス

地方・クラス 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 ＮＶ 2021 NV

ぶどう品種
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

納入価格
（税別） 550 980 2,720

テイスト 辛口 辛口 辛口

商
品
説
明

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

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



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）




