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取り扱い商品リスト
Wine/Fruit wine/Fortified wine/Liqueur/

Brandy/Beer/Gin/Rum 

KINOSHITA
INTERNATIONAL

-

メルマガ登録はこちら

新着ワインやイベント情報
などをご案内いたします



Vinho Verde, Trás-os-Montes, 
Douro & Dão  
ヴィーニョ・ヴェルデ、トラズ・オス・モンテス、
ドウロ、ダン
5. Vinhos Borges 
　ヴィニョス ボルゲス
 
Vinho Verde (Monção e Melgaço) 
ヴィーニョ・ヴェルデ（モンサン・メルガッソ） 
5. Soalheiro 
　ソアリェイロ

Vinho Verde (Lima)  
ヴィーニョ・ヴェルデ（リマ）
6. Quinta do Ameal　
　キンタ・ド・アメアル
 
Porto, Douro, Beiras,Vinho Verde
ポート、ドウロ、ベイラス、ヴィーニョ・ヴェルデ
6. Niepoort 
　ニーポート

Douro ドウロ
7 . Quinta dos Murças 
　キンタ・ドス・ムルサス（ドウロ）

Tavora Varosa 
タヴォーラ・ヴァローザ 
8. Murganheira 
　ムルガニェイラ

Beiras
ベイラス
8. Luis Pato 
　ルイス・パト
9. João Pato　
　ジョアン・パト

Dão ダン
9. Quinta dos Roques 
　キンタ・ドス・ロケス

In
de
x

・記載のヴィンテージ（収穫年）は2022年7月1日現在のものであり、
   商品の入荷に伴いヴィンテージは順次変更されます。
　（ヴィンテージの変更に伴い、価格も変更される場合がございます。）
・記載の価格は税抜参考小売価格です。
・掲載商品については品切れの場合もございますので、
   あらかじめ在庫をお問い合わせの上ご発注いただきますようお願い申し上げます。
・POSコード欄の「　―　」はPOSコード表記が商品にないことを意味します。
・「新商品」は前回の取り扱い商品リスト（2020年9月1日付）に
  掲載が無かった新たな取り扱い商品を意味します。
・「価格改定」の表示は、2022年1月1日以降に価格改定のあったものについて表示しております。
・「価格改定」の表示がありますものも記載のヴィンテージと異なるものについては
   価格が異なる場合がございます。

Lisboa 
リスボン 
10. Parras 
 　パッラス

Alentejo & Vinho Verde
アレンテージョ & ヴィーニョ・ヴェルデ
10 . Esporão 
     エスポラン

Alentejo 
アレンテージョ
11. Mouchão 
     モウシャン
 
Alentejo & Tejo 
アレンテージョ & テージョ
11. Rui Reguinga  
     ルイ・レグインガ

Península de Setúbal, 
Vinho Verde
ペニンシュラ・デ・セトゥーバル、 
ヴィーニョ・ヴェルデ  
12 . José Maria da Fonseca  
　　ジョゼ・マリア・ダ・フォンセカ

Açores 
アソーレス諸島
12. Cooperativa Vitivinicola da Ilha do Pico
　 ピコ島協同組合

Madeira  
マデイラ島 
15. Vinhos Barbeito（Madeira） 
　　ヴィニョス バーベイト（マデイラ）
18. Blandy’s 
　　ブランディーズ 
19. Pereira D’Oliveira 
     ペレイラ・ドリヴェイラ 
22. Coral 
     コーラル
22. Gin Canning's 
　  ジンカニングス
22. William Hinton 
     ウィリアム ヒントン

Beaujolais ボジョレ  
32. Domaine Joubert
     ドメーヌ ジュベール
   
　・Côtes du Rhône
32. Cave Saint Désirat 
     カーヴ サン・デジラ 
32. Domaine Saladin　
     ドメーヌ サラダン  
   
　　・Savoie
33. Les Vignes de Paradis 
    （Les Vins du Léman）
　　レ・ヴィーニュ・ドゥ・パラディ
    （レ・ヴァン・デュ・レマン）
     
　　・Loire
Fief Vendéens-Brem  
フィエフ・ヴァンデアン-ブレム  
33. Domaine Saint Nicolas　
     ドメーヌ サン・ニコラ

Nantes ナント   
34. Domaine de l’Ecu　
　　ドメーヌ・ ド・レキュ  
34. Domaine Landron　
　　ドメーヌ ランドロン  

Anjou & Saumur 
アンジュ ＆ ソミュール  
34. Domaine Patrick Baudouin　
　　ドメーヌ パトリック・ボードアン 
35. Eric Morgat　
　　エリック・モルガ  
35. Le P'tit Domaine　
　　ル・プティ・ドメーヌ
    
Touraine トゥーレーヌ  
35. Domaine François Chidaine　
　　ドメーヌ フランソワ・シデーヌ 
36. Domaine Vincent Carême　
　　ドメーヌ ヴァンサン・カレム

Centre Nivernais サントル・ニヴェルネ 
36. Alphonse Mellot　
　　アルフォンス・メロ
37. Domaine Pascal et Nicolas Reverdy　
　　ドメーヌ パスカル・エ・ニコラ・ルヴェルディ 
37. Domaine Pellé　
　　ドメーヌ ペレ

　　・Bordeaux
Bordeaux ボルドー   
38. Philippe Castéja Selection　
　　フィリップ・カステージャ セレクション  
38. Vintex 
　　ヴィンテックス
     
Blaye-Côte de Bordeaux  
ブライ・コート・ド・ボルドー   
38. Château Siffle Merle　
　  シャトー シッフル・メルル

  

France
    ・Champagne 
23 . Domaine Jacques Selosse
　   ドメーヌ ジャック・セロス
23. 　Champagne Guillaume S.　
　   シャンパーニュ ギヨーム・エス 
24. Champagne Larmandier-Bernier　
　  シャンパーニュ ラルマンディエ- ベルニエ 
24. Champagne Suenen 
　  シャンパーニュ スェナン 
25. Champagne Christophe Mignon
　  シャンパーニュ クリストフ・ミニョン
25. Champagne Arnaud de Cheurlin　
　  シャンパーニュ アルノー・ド・シューラン
     
   ・Bourgogne
Chablis シャブリ    
25. Domaine Jean Collet et Fils　
　 ドメーヌ ジャン・コレ・エ・フィス
26. Gilles & Romain Collet　
　  ジル・エ・ロマン コレ 
26. Domaine Costal　
　  ドメーヌ コスタル
   
Bourgogne (Dijon) 
ブルゴーニュ（ディジョン）
27. Marc Soyard （Domaine de la Cras）
　  マルク・ソワイヤール（ドメーヌ・ド・ラ・クラ）
 
Morey-Saint-Denis ＆ Gevrey-Chambertin 
モレ・サン・ドニ ＆ ジュヴレ・シャンベルタン
27. Domaine Marchand Frères　
　  ドメーヌ マルシャン・フレール 
   
Vosne-Romanée 
ヴォーヌ・ロマネ 
28. Domaine Bizot　
　 ドメーヌ ビゾ

Hautes-Côtes de Nuits & Hautes-Côtes de Beaune 
オート・コート・ド・ニュイ ＆ オート・コート・ド・ボーヌ

29. Domaine Henri Naudin-Ferrand　
　 ドメーヌ アンリ・ノーダン- フェラン

30 . BiNaume
　　 ビノーム

Nuits-St-Georges
ニュイ・サン・ジョルジュ
30. Domaine Chicotot　
　　ドメーヌ シコト

Domaine & Négociant 
ドメーヌ ＆ ネゴシアン 

30. Picard　
　　ピカール 
31. Picard ＜Pays d’Oc＞ 
　　ピカール ＜ペイ・ドック＞  
31. Compagnie Vinicole de Bourgogne
　　C.V.B 社（コンパニー・ヴィニコール・ドゥ・ブルゴーニュ）
   
Mâconnais マコネ  
31. Domaine Roger Lassarat　
　　ドメーヌ ロジェ・ラサラ
    

Languedocラングドック
39. LGI-WINES
     エル・ジー・アイ-ワインズ
39. Château de Caraguilhes
     シャトー・ド・キャラギーユ
39. Jean Babou
     ジャン・バブー

　    ・Sud-Ouest
Cahors カオール    
40. Domaine Cosse et Maisonneuve　
　　ドメーヌ コス・エ・メゾヌーヴ
40. Vinovalie
     ヴィノヴァリー
40. Vignoble Arbeau　
     ヴィニョーブル アルボー
    
Germany
Rheingau ラインガウ   
41. Schönleber-Blümlein　
　　ショーンレーバー -ブリュームライン 
Rheinhessen ラインヘッセン 
41. Louis Guntrum　
　　ルイス・ガントラム 
    
New Zealand   
42. Villa Maria 
　　ヴィラマリア    
43. Esk Valley 
　　エスクヴァレー

Chile
44. SantaAlicia
　  サンタアリシア

Fruits Wine Germany 
45. Dr. Demuth ／ Katlenburger　
　　ドクター ディムース／カトレンブルガー
 
Liqueur France   
47. Védrenne　
　　ヴェドレンヌ

Brandy
47. CDG（フレンチブランデー）
   
Liqueur Japan 
48. Château Sakaori Winery
　　シャトー酒折ワイナリー
 
Mini Set 
48. Mini Set (Liqueur)
　　ミニセット （リキュール）

Japan
 
1. Château Sakaori Winery 
　 シャトー酒折ワイナリー

Portugal



Vinho Verde, Trás-os-Montes, 
Douro & Dão  
ヴィーニョ・ヴェルデ、トラズ・オス・モンテス、
ドウロ、ダン
5. Vinhos Borges 
　ヴィニョス ボルゲス
 
Vinho Verde (Monção e Melgaço) 
ヴィーニョ・ヴェルデ（モンサン・メルガッソ） 
5. Soalheiro 
　ソアリェイロ

Vinho Verde (Lima)  
ヴィーニョ・ヴェルデ（リマ）
6. Quinta do Ameal　
　キンタ・ド・アメアル
 
Porto, Douro, Beiras,Vinho Verde
ポート、ドウロ、ベイラス、ヴィーニョ・ヴェルデ
6. Niepoort 
　ニーポート

Douro ドウロ
7 . Quinta dos Murças 
　キンタ・ドス・ムルサス（ドウロ）

Tavora Varosa 
タヴォーラ・ヴァローザ 
8. Murganheira 
　ムルガニェイラ

Beiras
ベイラス
8. Luis Pato 
　ルイス・パト
9. João Pato　
　ジョアン・パト

Dão ダン
9. Quinta dos Roques 
　キンタ・ドス・ロケス

In
de
x

・記載のヴィンテージ（収穫年）は2022年7月1日現在のものであり、
   商品の入荷に伴いヴィンテージは順次変更されます。
　（ヴィンテージの変更に伴い、価格も変更される場合がございます。）
・記載の価格は税抜参考小売価格です。
・掲載商品については品切れの場合もございますので、
   あらかじめ在庫をお問い合わせの上ご発注いただきますようお願い申し上げます。
・POSコード欄の「　―　」はPOSコード表記が商品にないことを意味します。
・「新商品」は前回の取り扱い商品リスト（2020年9月1日付）に
  掲載が無かった新たな取り扱い商品を意味します。
・「価格改定」の表示は、2022年1月1日以降に価格改定のあったものについて表示しております。
・「価格改定」の表示がありますものも記載のヴィンテージと異なるものについては
   価格が異なる場合がございます。

Lisboa 
リスボン 
10. Parras 
 　パッラス

Alentejo & Vinho Verde
アレンテージョ & ヴィーニョ・ヴェルデ
10 . Esporão 
     エスポラン

Alentejo 
アレンテージョ
11. Mouchão 
     モウシャン
 
Alentejo & Tejo 
アレンテージョ & テージョ
11. Rui Reguinga  
     ルイ・レグインガ

Península de Setúbal, 
Vinho Verde
ペニンシュラ・デ・セトゥーバル、 
ヴィーニョ・ヴェルデ  
12 . José Maria da Fonseca  
　　ジョゼ・マリア・ダ・フォンセカ

Açores 
アソーレス諸島
12. Cooperativa Vitivinicola da Ilha do Pico
　 ピコ島協同組合

Madeira  
マデイラ島 
15. Vinhos Barbeito（Madeira） 
　　ヴィニョス バーベイト（マデイラ）
18. Blandy’s 
　　ブランディーズ 
19. Pereira D’Oliveira 
     ペレイラ・ドリヴェイラ 
22. Coral 
     コーラル
22. Gin Canning's 
　  ジンカニングス
22. William Hinton 
     ウィリアム ヒントン

Beaujolais ボジョレ  
32. Domaine Joubert
     ドメーヌ ジュベール
   
　・Côtes du Rhône
32. Cave Saint Désirat 
     カーヴ サン・デジラ 
32. Domaine Saladin　
     ドメーヌ サラダン  
   
　　・Savoie
33. Les Vignes de Paradis 
    （Les Vins du Léman）
　　レ・ヴィーニュ・ドゥ・パラディ
    （レ・ヴァン・デュ・レマン）
     
　　・Loire
Fief Vendéens-Brem  
フィエフ・ヴァンデアン-ブレム  
33. Domaine Saint Nicolas　
     ドメーヌ サン・ニコラ

Nantes ナント   
34. Domaine de l’Ecu　
　　ドメーヌ・ ド・レキュ  
34. Domaine Landron　
　　ドメーヌ ランドロン  

Anjou & Saumur 
アンジュ ＆ ソミュール  
34. Domaine Patrick Baudouin　
　　ドメーヌ パトリック・ボードアン 
35. Eric Morgat　
　　エリック・モルガ  
35. Le P'tit Domaine　
　　ル・プティ・ドメーヌ
    
Touraine トゥーレーヌ  
35. Domaine François Chidaine　
　　ドメーヌ フランソワ・シデーヌ 
36. Domaine Vincent Carême　
　　ドメーヌ ヴァンサン・カレム

Centre Nivernais サントル・ニヴェルネ 
36. Alphonse Mellot　
　　アルフォンス・メロ
37. Domaine Pascal et Nicolas Reverdy　
　　ドメーヌ パスカル・エ・ニコラ・ルヴェルディ 
37. Domaine Pellé　
　　ドメーヌ ペレ

　　・Bordeaux
Bordeaux ボルドー   
38. Philippe Castéja Selection　
　　フィリップ・カステージャ セレクション  
38. Vintex 
　　ヴィンテックス
     
Blaye-Côte de Bordeaux  
ブライ・コート・ド・ボルドー   
38. Château Siffle Merle　
　  シャトー シッフル・メルル

  

France
    ・Champagne 
23 . Domaine Jacques Selosse
　   ドメーヌ ジャック・セロス
23. 　Champagne Guillaume S.　
　   シャンパーニュ ギヨーム・エス 
24. Champagne Larmandier-Bernier　
　  シャンパーニュ ラルマンディエ- ベルニエ 
24. Champagne Suenen 
　  シャンパーニュ スェナン 
25. Champagne Christophe Mignon
　  シャンパーニュ クリストフ・ミニョン
25. Champagne Arnaud de Cheurlin　
　  シャンパーニュ アルノー・ド・シューラン
     
   ・Bourgogne
Chablis シャブリ    
25. Domaine Jean Collet et Fils　
　 ドメーヌ ジャン・コレ・エ・フィス
26. Gilles & Romain Collet　
　  ジル・エ・ロマン コレ 
26. Domaine Costal　
　  ドメーヌ コスタル
   
Bourgogne (Dijon) 
ブルゴーニュ（ディジョン）
27. Marc Soyard （Domaine de la Cras）
　  マルク・ソワイヤール（ドメーヌ・ド・ラ・クラ）
 
Morey-Saint-Denis ＆ Gevrey-Chambertin 
モレ・サン・ドニ ＆ ジュヴレ・シャンベルタン
27. Domaine Marchand Frères　
　  ドメーヌ マルシャン・フレール 
   
Vosne-Romanée 
ヴォーヌ・ロマネ 
28. Domaine Bizot　
　 ドメーヌ ビゾ

Hautes-Côtes de Nuits & Hautes-Côtes de Beaune 
オート・コート・ド・ニュイ ＆ オート・コート・ド・ボーヌ

29. Domaine Henri Naudin-Ferrand　
　 ドメーヌ アンリ・ノーダン- フェラン
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2※容量表記のないものは全て750mlとなります。1

1991年5月、木下インターナショナル株式会社が、
日本を代表するワインの産地である山梨県の甲府市を一望できる風光明媚な酒折の地に設立したワイナリー。

海外メーカーとのネットワークにより、常に海外のワイン製造技術に関する最新の情報を得て、
各国から導入した設備を使用し、甲州、マスカットベリーＡなど日本固有の葡萄品種を中心とした日本ワインを醸造しています。

酒折のワイン

シャトー酒折ワイナリー

アジアモンスーン気候の日本は決して葡萄栽培、ワイン造りに適した風土と
は言えません。しかし、先人の葡萄栽培家たちは、この気候に適した葡萄栽
培方法を確立し、高品質の葡萄を産出してきました。そんな気候風土で、長
きにわたり栽培し続けられてきた、日本を代表する醸造用品種・甲州、マス
カットベリー Aを中心に、日々楽しめるコストパフォーマンスの高いワインを
生産するとともに、優秀な栽培家と協力関係を築きながら、世界に発信でき
るプレミアムワインの品質の向上にも取り組んでいます。

［甲州種］

酒折のワイン造り
醸造設備の衛生管理にも細心の注意を払い、ワイン醸造に使用する器具
は、使用する都度、全ての部品を分解し、徹底的に洗浄します。丁寧な洗浄
や消毒は、結果として亜硫酸の使用量を抑えることができ、葡萄がもつ本来
の味わいをそのまま表現できるクオリティの高いワイン生産に繋がっていま
す。「世界の中の日本のワイン」をスローガンに、世界水準のワイン造りを推
進し、クリーンで葡萄本来の味わいが生き生きとしたワインを生み出してい
ます。

日本の伝統的な葡萄品種

日本の固有品種である甲州種。山梨県での作付面積は、全国一位です。そ
の味わいは、軽やかながら、繊細な苦味を持つものが一般的。2010年に
OIV（国際ブドウ・ワイン機構）の葡萄品種リストに登録、ワイン醸造用国際
葡萄品種として世界に認められ、今では世界からの注目度も高い品種となっ
ています。シャトー酒折の「甲州ドライ2015」は、2016年三重県伊勢志摩
で開催されたG8のワーキングランチにて提供され、世界各国首脳達も飲ま
れ、また「2017」ヴィンテージは、「ジャパンワインチャレンジ」で金賞を受
賞するなど、その高い品質が認められています。

［マスカットベリーA］
1927年に新潟県の岩の原葡萄園で川上善兵衛氏が交配させてできた日
本原産の品種。その栽培数量は甲州種に次いで2番目に多いワイン醸造用
葡萄です。こちらも2013年、OIVに登録され、国際品種として世界に認め
られました。シャトー酒折では、2001年にフレンチオーク樽で熟成させたワ
インをリリース。また葡萄栽培家の池川仁氏とともに造り上げた「キュヴェ・
イケガワ」を2005年にリリースし、これまでのベリー Aのワインスタイルの
概念を大きく覆す味わいで、大変高い評価を受けています。

［Rシリーズ（Region：地域）］
酒折のワインシリーズ

山梨県産100％の葡萄で造った酒折のスタンダードワイン。すっきりとした
果実味と穏やかな酸味がバランスよく、毎日飲んでも飲み飽きない味わい。
シャトー酒折のアイコンワインです。

［Vシリーズ（Vineyard：葡萄畑）］
特定の上質な葡萄を生み出す畑から造られた葡萄のみを使ったワイン。凝
縮感、アロマ、複雑味、どれもワンランク上の品質を持つ、プレミアムシリー
ズです。

［Cシリーズ（Cuvée：トップキュヴェ）］
プロの栽培家が作った葡萄の中から、さらに厳選した葡萄のみを使ったトッ
プキュヴェ。甲州とマスカットベリー A、それぞれの品種のポテンシャルが最
大限に生かされた極上の味わい。

［SEシリーズ（Sakaori Estate：自社農園）］
シャトー酒折の自社農園（Sakaori Estate）で収穫された葡萄と、プロの栽
培家が作った葡萄から造られた生産数量限定のワイン。ほどよいボリューム
感と複雑味、バランスが整ったスペシャルキュヴェ。

日本　山梨 Jap� Jap� 

白

白

白

甲州 セミスイート 20

リンゴや柑橘類、桃のコンポートのよう
な甘い香りを持ち合わせ、心地よい酸
味と完熟した果実のような甘味、甲州
特有のほのかな渋みが絶妙に調和し
た味わい豊かなやや甘口のワイン。

POSコード：4995815115307
1,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：GI Yamanashi
容量：720ml
アルコール分：10.0％
ぶどう品種：甲州100％
入数：12

デラウェア 21

完熟及び酸の残った葡萄を使用して
低温発酵。南国系果実や青リンゴ、レ
モンの爽やかな香りが広がり、口に含
むと葡萄を食べている様な甘酸っぱい
フルーティな果実感が楽しめる。

POSコード：4995815116632
1,500円（税抜）参考小売価格 :

白

原産地：山梨
容量：750ml
アルコール分：10.0％
ぶどう品種：デラウェア100％
入数：12　※当ヴィンテージより価格改定

甲州 
i-vines vineyard 21

醸造用としての甲州種の可能性を追
求、畑の段階でポテンシャルを最大限
に引き出し、醸造では奇をてらわず素
直に造り上げた。ジューシーな果実香
とミネラル感、酸味のバランスが調和。

POSコード：4995815122336
1,700円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：GI Yamanashi
容量：750ml
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：甲州100％
入数：12

甲州 樽熟成
i-vines vineyard 19

葡萄の果実味を最大限に引き出せる
よう低温で発酵し、かつ風味の複雑さ
をもたらすためにフレンチオークの古
樽で熟成。果実味とスモーキーな木樽
の風味がバランスよく調和した1本。

POSコード：4995815101034
2,000円（税抜）参考小売価格 :

マスカットベリーA クレーレ 
i-vines vineyard 20

仏ボルドー地方では、鮮やかなルビー色
で、果実味豊かなロゼを「クレーレ」と呼ぶ。
ベリーAの果実味溢れる辛口ロゼ。冷やし
てアウトドアでの料理や中華料理などと良
く合う１本。

POSコード：4995815703030
1,600円（税抜）参考小売価格 :

原産地：山梨
容量：720ml
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：マスカットベリーA100％
入数：12

マスカットベリーA 
アンウッデッド 
honobe vineyard 20

華やかなキャンディ香や熟したイチゴ、ブ
ラックベリーの香りを感じられ、果実の甘
味や優しい酸味がバランス良くまとまり、
後には穏やかなタンニンが広がるワイン。

POSコード：4995815816037
1,600円（税抜）参考小売価格 :

原産地：山梨
容量：720ml
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：マスカットベリーA100％
入数：12

白
甲州 ドライ  20

和柑橘やリンゴ、白い花の爽やかな香
り。キリッと瑞々しい酸味で飲み易い
が、ミネラルを感があり、果実の酸味と
仄かな甲州特有のほろ苦さの心地よ
い余韻。シャープでドライな印象。

POSコード：4995815115406
1,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地：山梨
容量：720ml
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：甲州100％
入数：12

ロゼ

マスカットベリーA 
クレーレ スパークリング19
i-vines vineyard

キュヴェ・イケガワのイチゴのような豊か
な香りと滋味溢れる余韻に、爽快な酸味と
果実味が加わった「クレーレ」のスパーク
リング。色調は濃い目のピンクで、仄かな
イチゴの香りと果実の酸味の余韻。

POSコード：4995815703139
2,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地：山梨
容量：750ml
アルコール分：11.0％
ぶどう品種：マスカットベリーA100％
入数：12

ロゼ
マスカットベリーＡ 樽熟成 
キュヴェ・イケガワ 16

生食用葡萄の栽培家・池川仁が、シャトー
酒折のベリー A種ワイン造りに共鳴、醸造
家・井島正義と共に造り上げてきたワイ
ン。エレガントな風味と果実の凝縮感を兼
ね備える、最上級のマスカットベリーA。

POSコード：4995815804232
3,340円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：GI Yamanashi
容量：720ml
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：マスカットベリーA100％
入数：12

赤

マスカットベリーA 
樽熟成 17

低温浸漬の後、発酵を行い、フレンチとア
メリカンオーク樽で熟成。チェリーなどの
果実味が広がり、アフターのすっきりした
飲み疲れない、ミディアムライトなワイン。

POSコード：4995815800036
1,800円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：GI Yamanashi
容量：720ml
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：マスカットベリーA100％
入数：12

赤

マスカットベリーA 
アンウッデッド 
キュヴェ･イケガワ19

ベリー Aは全て樽熟成を行っていたが、キ
ュヴェ・イケガワの醸造ではアルコール分
の上昇で抽出力が高まり、力強いワインへ
変化を遂げた。樽熟成前のダイレクトな果
実味を愉しめる。

POSコード：4995815812138
2,315円（税抜）参考小売価格 :

原産地：山梨
容量：750ml
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：マスカットベリーA100％
入数：12

赤 赤

赤
グランシェフ 
クッキングワイン

マルサラワインを中心に、マデイラワイン
や国産ワインをブレンドした贅沢なクッキ
ングワイン。コストパフォーマンスに大変
優れている。

POSコード：4995815901009
2,650円（税抜）参考小売価格 :

アルコール分：19.0％
入数：6

白
エステート シャルドネ17

自社畑と醸造用葡萄の生産法人 i-vines
の葡萄を使用。花や樽由来のトースト香、
温度が上がると仄かに和柑橘が香る。丸み
のある口当たり、仄かな苦味の心地よい余
韻。

POSコード：4995815118230
2,700円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：GI Yamanashi
容量：750ml
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：シャルドネ100%
入数：12 ※当ヴィンテージより価格改定

エステート シラー18

自社畑と醸造用葡萄の生産法人 i-vines
の葡萄を使用。樽由来の香味と果実味が
調和、柔らかい口当たり。シラーらしくスパ
イシーな余韻。ワインの味わいを損なわな
い為、緩めに濾過。

POSコード：4995815813234
2,780円（税抜）参考小売価格 :

原産地：山梨
容量：750ml
アルコール分：11.0％
ぶどう品種： シラー100％
入数：12

赤
エステート 
マスカットベリーA18

自社畑の葡萄を使用。2007年より自社農
園で垣根仕立で栽培。栽培管理は池川 
仁。樹齢も若いためチャーミングな酸味、ミ
ディアムライトで、苺の香りと樽香が調和
し果実味豊か。

POSコード：4995815821130
2,780円（税抜）参考小売価格 :

原産地：山梨
容量：750ml
アルコール分：11.0％
ぶどう品種： マスカットベリーA100％
入数：12

※エステートシリーズは、生産数が少なく在庫に限りがございます。またヴィンテージによっては価格が異なる場合がございます。ご発注の際は、必ず弊社営業までお問い合わせくださいますようお願いいたします。

［ SEシリーズ（Sakaori Estate：自社農園） ］

［ Vシリーズ（Vineyard：葡萄畑） ］

［ Vシリーズ ］

［ Rシリーズ（Region：地域） ］

［ Cシリーズ（Cuvée：トップキュヴェ） ］

1,800ml

POSコード・容量変更

POSコード・容量変更

POSコード・容量変更
POSコード・容量変更

POSコード・容量変更

発泡性

原産地呼称：GI Yamanashi
容量：720ml
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：甲州100％
入数：12

価格
改定

価格
改定

栽培家との協力関係
地元栽培農家との共生を目指し、葡萄のほとんどは地元農協から購入しま
すが、できる限り高品質の葡萄を購入できるように、収穫時期には集荷場へ
社員全員で出向いて厳しく選果を行います。またワイン造りは葡萄栽培が
基本と考え、i-vines(アイ・ヴァインズ）を始めとする、日本の気候・風土に
合った日本独自の栽培技術の確立を目指している素晴らしい栽培家との協
力関係を築くことで、更なる品質の向上に取り組んでいます。

農業生産法人 (株) i-vines (アイ・ヴァインズ)
i-vinesは、2010年に誕生した、ワイン醸造用ブドウ栽培を中心に展開す
る農業生産法人です。独自の栽培理論に基づき高品質の葡萄を栽培してい
る池川 仁氏が代表を務め、醸造用葡萄を専門に栽培することで、ワイン産
地としての山梨の将来を基盤から支えるべく、若手の育成も兼ねて現在栽
培面積を拡張しています。池川 仁氏がシャトー酒折のベリーＡ種のワイン造
りに共鳴し、醸造家、井島正義と共に造り上げたワインが「マスカットベリー
A 樽熟成キュヴェ・イケガワ」です。

スクリュー
キャップ

本ヴィンテージ完売



2※容量表記のないものは全て750mlとなります。1

1991年5月、木下インターナショナル株式会社が、
日本を代表するワインの産地である山梨県の甲府市を一望できる風光明媚な酒折の地に設立したワイナリー。

海外メーカーとのネットワークにより、常に海外のワイン製造技術に関する最新の情報を得て、
各国から導入した設備を使用し、甲州、マスカットベリーＡなど日本固有の葡萄品種を中心とした日本ワインを醸造しています。

酒折のワイン

シャトー酒折ワイナリー

アジアモンスーン気候の日本は決して葡萄栽培、ワイン造りに適した風土と
は言えません。しかし、先人の葡萄栽培家たちは、この気候に適した葡萄栽
培方法を確立し、高品質の葡萄を産出してきました。そんな気候風土で、長
きにわたり栽培し続けられてきた、日本を代表する醸造用品種・甲州、マス
カットベリー Aを中心に、日々楽しめるコストパフォーマンスの高いワインを
生産するとともに、優秀な栽培家と協力関係を築きながら、世界に発信でき
るプレミアムワインの品質の向上にも取り組んでいます。

［甲州種］

酒折のワイン造り
醸造設備の衛生管理にも細心の注意を払い、ワイン醸造に使用する器具
は、使用する都度、全ての部品を分解し、徹底的に洗浄します。丁寧な洗浄
や消毒は、結果として亜硫酸の使用量を抑えることができ、葡萄がもつ本来
の味わいをそのまま表現できるクオリティの高いワイン生産に繋がっていま
す。「世界の中の日本のワイン」をスローガンに、世界水準のワイン造りを推
進し、クリーンで葡萄本来の味わいが生き生きとしたワインを生み出してい
ます。

日本の伝統的な葡萄品種

日本の固有品種である甲州種。山梨県での作付面積は、全国一位です。そ
の味わいは、軽やかながら、繊細な苦味を持つものが一般的。2010年に
OIV（国際ブドウ・ワイン機構）の葡萄品種リストに登録、ワイン醸造用国際
葡萄品種として世界に認められ、今では世界からの注目度も高い品種となっ
ています。シャトー酒折の「甲州ドライ2015」は、2016年三重県伊勢志摩
で開催されたG8のワーキングランチにて提供され、世界各国首脳達も飲ま
れ、また「2017」ヴィンテージは、「ジャパンワインチャレンジ」で金賞を受
賞するなど、その高い品質が認められています。

［マスカットベリーA］
1927年に新潟県の岩の原葡萄園で川上善兵衛氏が交配させてできた日
本原産の品種。その栽培数量は甲州種に次いで2番目に多いワイン醸造用
葡萄です。こちらも2013年、OIVに登録され、国際品種として世界に認め
られました。シャトー酒折では、2001年にフレンチオーク樽で熟成させたワ
インをリリース。また葡萄栽培家の池川仁氏とともに造り上げた「キュヴェ・
イケガワ」を2005年にリリースし、これまでのベリー Aのワインスタイルの
概念を大きく覆す味わいで、大変高い評価を受けています。

［Rシリーズ（Region：地域）］
酒折のワインシリーズ

山梨県産100％の葡萄で造った酒折のスタンダードワイン。すっきりとした
果実味と穏やかな酸味がバランスよく、毎日飲んでも飲み飽きない味わい。
シャトー酒折のアイコンワインです。

［Vシリーズ（Vineyard：葡萄畑）］
特定の上質な葡萄を生み出す畑から造られた葡萄のみを使ったワイン。凝
縮感、アロマ、複雑味、どれもワンランク上の品質を持つ、プレミアムシリー
ズです。

［Cシリーズ（Cuvée：トップキュヴェ）］
プロの栽培家が作った葡萄の中から、さらに厳選した葡萄のみを使ったトッ
プキュヴェ。甲州とマスカットベリー A、それぞれの品種のポテンシャルが最
大限に生かされた極上の味わい。

［SEシリーズ（Sakaori Estate：自社農園）］
シャトー酒折の自社農園（Sakaori Estate）で収穫された葡萄と、プロの栽
培家が作った葡萄から造られた生産数量限定のワイン。ほどよいボリューム
感と複雑味、バランスが整ったスペシャルキュヴェ。

日本　山梨 Jap� Jap� 

白

白

白

甲州 セミスイート 20

リンゴや柑橘類、桃のコンポートのよう
な甘い香りを持ち合わせ、心地よい酸
味と完熟した果実のような甘味、甲州
特有のほのかな渋みが絶妙に調和し
た味わい豊かなやや甘口のワイン。

POSコード：4995815115307
1,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：GI Yamanashi
容量：720ml
アルコール分：10.0％
ぶどう品種：甲州100％
入数：12

デラウェア 21

完熟及び酸の残った葡萄を使用して
低温発酵。南国系果実や青リンゴ、レ
モンの爽やかな香りが広がり、口に含
むと葡萄を食べている様な甘酸っぱい
フルーティな果実感が楽しめる。

POSコード：4995815116632
1,500円（税抜）参考小売価格 :

白

原産地：山梨
容量：750ml
アルコール分：10.0％
ぶどう品種：デラウェア100％
入数：12　※当ヴィンテージより価格改定

甲州 
i-vines vineyard 21

醸造用としての甲州種の可能性を追
求、畑の段階でポテンシャルを最大限
に引き出し、醸造では奇をてらわず素
直に造り上げた。ジューシーな果実香
とミネラル感、酸味のバランスが調和。

POSコード：4995815122336
1,700円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：GI Yamanashi
容量：750ml
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：甲州100％
入数：12

甲州 樽熟成
i-vines vineyard 19

葡萄の果実味を最大限に引き出せる
よう低温で発酵し、かつ風味の複雑さ
をもたらすためにフレンチオークの古
樽で熟成。果実味とスモーキーな木樽
の風味がバランスよく調和した1本。

POSコード：4995815101034
2,000円（税抜）参考小売価格 :

マスカットベリーA クレーレ 
i-vines vineyard 20

仏ボルドー地方では、鮮やかなルビー色
で、果実味豊かなロゼを「クレーレ」と呼ぶ。
ベリーAの果実味溢れる辛口ロゼ。冷やし
てアウトドアでの料理や中華料理などと良
く合う１本。

POSコード：4995815703030
1,600円（税抜）参考小売価格 :

原産地：山梨
容量：720ml
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：マスカットベリーA100％
入数：12

マスカットベリーA 
アンウッデッド 
honobe vineyard 20

華やかなキャンディ香や熟したイチゴ、ブ
ラックベリーの香りを感じられ、果実の甘
味や優しい酸味がバランス良くまとまり、
後には穏やかなタンニンが広がるワイン。

POSコード：4995815816037
1,600円（税抜）参考小売価格 :

原産地：山梨
容量：720ml
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：マスカットベリーA100％
入数：12

白
甲州 ドライ  20

和柑橘やリンゴ、白い花の爽やかな香
り。キリッと瑞々しい酸味で飲み易い
が、ミネラルを感があり、果実の酸味と
仄かな甲州特有のほろ苦さの心地よ
い余韻。シャープでドライな印象。

POSコード：4995815115406
1,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地：山梨
容量：720ml
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：甲州100％
入数：12

ロゼ

マスカットベリーA 
クレーレ スパークリング19
i-vines vineyard

キュヴェ・イケガワのイチゴのような豊か
な香りと滋味溢れる余韻に、爽快な酸味と
果実味が加わった「クレーレ」のスパーク
リング。色調は濃い目のピンクで、仄かな
イチゴの香りと果実の酸味の余韻。

POSコード：4995815703139
2,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地：山梨
容量：750ml
アルコール分：11.0％
ぶどう品種：マスカットベリーA100％
入数：12

ロゼ
マスカットベリーＡ 樽熟成 
キュヴェ・イケガワ 16

生食用葡萄の栽培家・池川仁が、シャトー
酒折のベリー A種ワイン造りに共鳴、醸造
家・井島正義と共に造り上げてきたワイ
ン。エレガントな風味と果実の凝縮感を兼
ね備える、最上級のマスカットベリーA。

POSコード：4995815804232
3,340円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：GI Yamanashi
容量：720ml
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：マスカットベリーA100％
入数：12

赤

マスカットベリーA 
樽熟成 17

低温浸漬の後、発酵を行い、フレンチとア
メリカンオーク樽で熟成。チェリーなどの
果実味が広がり、アフターのすっきりした
飲み疲れない、ミディアムライトなワイン。

POSコード：4995815800036
1,800円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：GI Yamanashi
容量：720ml
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：マスカットベリーA100％
入数：12

赤

マスカットベリーA 
アンウッデッド 
キュヴェ･イケガワ19

ベリー Aは全て樽熟成を行っていたが、キ
ュヴェ・イケガワの醸造ではアルコール分
の上昇で抽出力が高まり、力強いワインへ
変化を遂げた。樽熟成前のダイレクトな果
実味を愉しめる。

POSコード：4995815812138
2,315円（税抜）参考小売価格 :

原産地：山梨
容量：750ml
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：マスカットベリーA100％
入数：12

赤 赤

赤
グランシェフ 
クッキングワイン

マルサラワインを中心に、マデイラワイン
や国産ワインをブレンドした贅沢なクッキ
ングワイン。コストパフォーマンスに大変
優れている。

POSコード：4995815901009
2,650円（税抜）参考小売価格 :

アルコール分：19.0％
入数：6

白
エステート シャルドネ17

自社畑と醸造用葡萄の生産法人 i-vines
の葡萄を使用。花や樽由来のトースト香、
温度が上がると仄かに和柑橘が香る。丸み
のある口当たり、仄かな苦味の心地よい余
韻。

POSコード：4995815118230
2,700円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：GI Yamanashi
容量：750ml
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：シャルドネ100%
入数：12 ※当ヴィンテージより価格改定

エステート シラー18

自社畑と醸造用葡萄の生産法人 i-vines
の葡萄を使用。樽由来の香味と果実味が
調和、柔らかい口当たり。シラーらしくスパ
イシーな余韻。ワインの味わいを損なわな
い為、緩めに濾過。

POSコード：4995815813234
2,780円（税抜）参考小売価格 :

原産地：山梨
容量：750ml
アルコール分：11.0％
ぶどう品種： シラー100％
入数：12

赤
エステート 
マスカットベリーA18

自社畑の葡萄を使用。2007年より自社農
園で垣根仕立で栽培。栽培管理は池川 
仁。樹齢も若いためチャーミングな酸味、ミ
ディアムライトで、苺の香りと樽香が調和
し果実味豊か。

POSコード：4995815821130
2,780円（税抜）参考小売価格 :

原産地：山梨
容量：750ml
アルコール分：11.0％
ぶどう品種： マスカットベリーA100％
入数：12

※エステートシリーズは、生産数が少なく在庫に限りがございます。またヴィンテージによっては価格が異なる場合がございます。ご発注の際は、必ず弊社営業までお問い合わせくださいますようお願いいたします。

［ SEシリーズ（Sakaori Estate：自社農園） ］

［ Vシリーズ（Vineyard：葡萄畑） ］

［ Vシリーズ ］

［ Rシリーズ（Region：地域） ］

［ Cシリーズ（Cuvée：トップキュヴェ） ］

1,800ml

POSコード・容量変更

POSコード・容量変更

POSコード・容量変更
POSコード・容量変更

POSコード・容量変更

発泡性

原産地呼称：GI Yamanashi
容量：720ml
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：甲州100％
入数：12

価格
改定

価格
改定

栽培家との協力関係
地元栽培農家との共生を目指し、葡萄のほとんどは地元農協から購入しま
すが、できる限り高品質の葡萄を購入できるように、収穫時期には集荷場へ
社員全員で出向いて厳しく選果を行います。またワイン造りは葡萄栽培が
基本と考え、i-vines(アイ・ヴァインズ）を始めとする、日本の気候・風土に
合った日本独自の栽培技術の確立を目指している素晴らしい栽培家との協
力関係を築くことで、更なる品質の向上に取り組んでいます。

農業生産法人 (株) i-vines (アイ・ヴァインズ)
i-vinesは、2010年に誕生した、ワイン醸造用ブドウ栽培を中心に展開す
る農業生産法人です。独自の栽培理論に基づき高品質の葡萄を栽培してい
る池川 仁氏が代表を務め、醸造用葡萄を専門に栽培することで、ワイン産
地としての山梨の将来を基盤から支えるべく、若手の育成も兼ねて現在栽
培面積を拡張しています。池川 仁氏がシャトー酒折のベリーＡ種のワイン造
りに共鳴し、醸造家、井島正義と共に造り上げたワインが「マスカットベリー
A 樽熟成キュヴェ・イケガワ」です。

スクリュー
キャップ

本ヴィンテージ完売



モウシャン
Mouchão 

Coral 
コーラル

Gin Canning's 
ジンカニングス

William Hinton 
ウィリアム ヒントン

ジョアン・パト
João Pato

キンタ・ドス・ムルサス
Quinta dos Murças

キンタ・ド・アメアル
Quinta do Ameal

ポルトガル主要ワイン産地について

Vinho Verde
● ヴィーニョ・ヴェルデ
ポルトガルの最北部大西洋寄りの広い地域で、その面積は全国の
14%を占めています。白ワインが87%を占め、主に酸味の豊かな軽い
ワインを生産しています。ヴィーニョ・ヴェルデとは直訳すれば「緑のワイ
ン」、緑とは若 し々いイメージでフレッシュな味わいを表現したものです。
伝統的に豊かな酸味と僅かに炭酸を含んだ軽快な味わいを特徴としま
すが、近年、長期熟成も可能なタイプも登場し産地の可能性が広がっ
ています。

Lisboa
● リスボン
リスボンの街の北西部に広がる産地。主に協同組合で、とてもヴァラ
エティ豊かな種類のワインが造られています。

Porto and Douro
● ポルト＆ドウロ
ご存知ポートワインの生産地。ドウロ川沿いの段々畑の絶景は世界遺
産にも登録されています。ドウロは1982年にスティルワインの産地とし
ても認定。酒精強化ワインのポートとスティルワイン（ドウロ）が生産さ
れ、その比率は5：5です。

Távora-Varosa
● タヴォーラ・ヴァローザ
ダン地方の北部とドウロ地方との中間に位置し、海抜500～ 800m
の花崗岩土壌の畑で葡萄が栽培されています。その豊かな酸味と果
実味がスパークリングワインに適しているため、1989年にポルトガルで
初めてスパークリングワインのDOとして設定された地域。

Bairrada
● バイラーダ
主にバガ種から造られる赤ワインが80%ですが、フレッシュな白や発泡
酒(エシュプマンテ)でも有名です。ポルトガルでは数少ない石灰粘土
質土壌から個性ある味わいのワインが生まれます。

Dão
● ダン
作家檀一雄が愛したワイン。ポルトガル最高峰セラ・ダ・エストレラ山
脈から西に流れるダン川とモンテゴ川の流域に広がる葡萄産地。
1900年パリ万博で金賞受賞以来ヨーロッパで名酒として知られ、赤
ワインが約80%、白ワインも香り高く、高品質なワインが登場してきて
います。

ヴィーニョ・ヴェルデ
ポルト＆ドウロ

タヴォーラ・ヴァローザ

バイラーダ ダン

リスボン テージョ

アレンテージョ
ペニンシュラ・デ・セトゥーバル

アソーレス諸島

マデイラ

Tejo　
● テージョ
テージョ川流域に広がる肥沃な土地。低価格ワインの生産地として知
られていましたが、近年では優れた造り手によって素晴らしいワインが
生み出されています。

Alentejo　
● アレンテージョ
紀元前からワインを造り続けるアレンテージョ。長らく政策上の問題か
らワイン造りの停滞を乗り越えて、今、最も注目されるワイン産地に躍
進しました。温暖な気候、変化に富んだ土壌条件、新たな感性を持つ
若き生産者達と伝統を貫く造り手達が競い合い、上質な日常ワインか
らスーパープレミアムまで全てのレンジで常識を塗り替えるようなワイン
を輩出しています。

Açores
● アソーレス諸島
大西洋上に浮かぶ9つの島々。とても穏やかで湿度の高い気候。シダ
や苔など豊かな緑で覆われています。活火山やクレーター湖、滝なども
あり、火山岩質の溶岩台地から今もワインが造られています。

Madeira　
● マデイラ
三大酒精強化ワインのひとつであるマデイラの産地。「大西洋の真珠」
と呼ばれる風光明媚なリゾート地でもあります。海岸の切り立った断崖
にテラス状の葡萄畑があり、標高による気候の違いを利用して、さまざ
まな品種が栽培されています。加熱熟成による独特の風味を持ち、辛
口から甘口までヴァラエティ豊かなマデイラワインが造られています。

Península De Setúbal
● ペニンシュラ・デ・セトゥーバル
首都リスボンからテージョ川を越えた対岸に広がる生産地。土壌は主
に砂地、一部に石灰粘土質もあります。海岸沿いの平坦地からアラビ
ダ山の麓にかけて、この地を代表するカステラン種を育てた場所として
知られます。ポルトガル南部一帯で栽培されるカステラン種ですがセ
トゥーバルのカステラン種は最もその個性と力量を発揮すると特別な評
価を受けています。

Açores

PortugalPortugal PortugalPortugal
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ポルトガル主要ワイン産地について

Vinho Verde
● ヴィーニョ・ヴェルデ
ポルトガルの最北部大西洋寄りの広い地域で、その面積は全国の
14%を占めています。白ワインが87%を占め、主に酸味の豊かな軽い
ワインを生産しています。ヴィーニョ・ヴェルデとは直訳すれば「緑のワイ
ン」、緑とは若 し々いイメージでフレッシュな味わいを表現したものです。
伝統的に豊かな酸味と僅かに炭酸を含んだ軽快な味わいを特徴としま
すが、近年、長期熟成も可能なタイプも登場し産地の可能性が広がっ
ています。

Lisboa
● リスボン
リスボンの街の北西部に広がる産地。主に協同組合で、とてもヴァラ
エティ豊かな種類のワインが造られています。

Porto and Douro
● ポルト＆ドウロ
ご存知ポートワインの生産地。ドウロ川沿いの段々畑の絶景は世界遺
産にも登録されています。ドウロは1982年にスティルワインの産地とし
ても認定。酒精強化ワインのポートとスティルワイン（ドウロ）が生産さ
れ、その比率は5：5です。

Távora-Varosa
● タヴォーラ・ヴァローザ
ダン地方の北部とドウロ地方との中間に位置し、海抜500～ 800m
の花崗岩土壌の畑で葡萄が栽培されています。その豊かな酸味と果
実味がスパークリングワインに適しているため、1989年にポルトガルで
初めてスパークリングワインのDOとして設定された地域。

Bairrada
● バイラーダ
主にバガ種から造られる赤ワインが80%ですが、フレッシュな白や発泡
酒(エシュプマンテ)でも有名です。ポルトガルでは数少ない石灰粘土
質土壌から個性ある味わいのワインが生まれます。

Dão
● ダン
作家檀一雄が愛したワイン。ポルトガル最高峰セラ・ダ・エストレラ山
脈から西に流れるダン川とモンテゴ川の流域に広がる葡萄産地。
1900年パリ万博で金賞受賞以来ヨーロッパで名酒として知られ、赤
ワインが約80%、白ワインも香り高く、高品質なワインが登場してきて
います。
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Tejo　
● テージョ
テージョ川流域に広がる肥沃な土地。低価格ワインの生産地として知
られていましたが、近年では優れた造り手によって素晴らしいワインが
生み出されています。
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紀元前からワインを造り続けるアレンテージョ。長らく政策上の問題か
らワイン造りの停滞を乗り越えて、今、最も注目されるワイン産地に躍
進しました。温暖な気候、変化に富んだ土壌条件、新たな感性を持つ
若き生産者達と伝統を貫く造り手達が競い合い、上質な日常ワインか
らスーパープレミアムまで全てのレンジで常識を塗り替えるようなワイン
を輩出しています。
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● アソーレス諸島
大西洋上に浮かぶ9つの島々。とても穏やかで湿度の高い気候。シダ
や苔など豊かな緑で覆われています。活火山やクレーター湖、滝なども
あり、火山岩質の溶岩台地から今もワインが造られています。
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● マデイラ
三大酒精強化ワインのひとつであるマデイラの産地。「大西洋の真珠」
と呼ばれる風光明媚なリゾート地でもあります。海岸の切り立った断崖
にテラス状の葡萄畑があり、標高による気候の違いを利用して、さまざ
まな品種が栽培されています。加熱熟成による独特の風味を持ち、辛
口から甘口までヴァラエティ豊かなマデイラワインが造られています。

Península De Setúbal
● ペニンシュラ・デ・セトゥーバル
首都リスボンからテージョ川を越えた対岸に広がる生産地。土壌は主
に砂地、一部に石灰粘土質もあります。海岸沿いの平坦地からアラビ
ダ山の麓にかけて、この地を代表するカステラン種を育てた場所として
知られます。ポルトガル南部一帯で栽培されるカステラン種ですがセ
トゥーバルのカステラン種は最もその個性と力量を発揮すると特別な評
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PortugalPortugal PortugalPortugal

5 6※容量表記のないものは全て750mlとなります。※生産量、輸入量とも少ない生産者です。ヴィンテージの変更や在庫切れでご迷惑をおかけする場合もございます。ご了承の程お願い申し上げます。ご発注の場合は在庫のお問い合わせをお願いします。

Gatão Vinho Verde
ガタオ 
ヴィーニョ・ヴェルデ

ヴィーニョ・ヴェルデとは「緑のワイン」
を意味するポルトガル語。フレッシュで
爽やかな味わいのイメージからこの名
がつけられた。弱発泡性の軽快なワイ
ンとして世界的に有名。

POSコード：5601129032115
1,200円（税抜）参考小売価格 :

白 白

白

白

原産地呼称：DOPヴィーニョ・ヴェルデ
アルコール分：9.0％
ぶどう品種：アザール、ペデルナン、ト
ラジャドゥラ、アヴェッソ、ロウレイロ
入数：12

Gatão Vinho Verde Flagon
ガタオ ヴィーニョ・ヴェルデ 
フラゴンボトル

フラゴンボトル入りのガタオ。フレッシ
ュで爽やかな味わいのイメージからこ
の名がつけられた。弱発泡性の軽快な
ワインとして世界的に有名。

POSコード：5601129032009
1,200円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPヴィーニョ・ヴェルデ
アルコール分：9.0％
ぶどう品種：アザール、ペデルナン、ト
ラジャドゥラ、アヴェッソ、ロウレイロ
入数：12

Gatão Rosé
ガタオ ロゼ

ポルトガルを代表する品種トウリガフ
ランカの古木の葡萄を主原料に造られ
た弱発泡性のワイン。色鮮やかで香り
高いロゼ。

POSコード：5601129033099
1,200円（税抜）参考小売価格 :

ロゼ

ロゼ

原産地呼称：ヴィーニョ
アルコール分：10.5％
ぶどう品種：トウリガ・フランカ、ティ
ンタ・ロリス、ティンタ・バロッカ
入数：12

Gatão Rosé Flagon
ガタオ ロゼ 
フラゴンボトル 

フラゴンボトル入りのガタオ　ロゼ。ポ
ルトガルを代表する品種トウリガフラ
ンカの古木の葡萄を主原料に造られた
弱発泡性のワイン。色鮮やかで香り高
いロゼ。

POSコード：5601129033105
1,200円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：ヴィーニョ
アルコール分：10.5％
ぶどう品種：トウリガ・フランカ、ティ
ンタ・ロリス、ティンタ・バロッカ
入数：12

Gatão Red
ガタオ レッド 

赤い果実を思わせるフレッシュでフル
ーティなアロマに満ちて、口当たりは
軽くエレガントだが充実した果実の甘
さを感じることができる。

POSコード：5601129033518
1,200円（税抜）参考小売価格 :

赤

赤赤

原産地呼称：ヴィーニョ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ティンタ・ロリス、トウリガ・ナシ
ョナル、ティンタ・バロッカ、トウリガ・フランカ
入数：12

Gatão Sparkling Wine Reserva Medium-Dry 
ガタオ スパークリングワイン 
レゼルバ ミディアム -ドライ NV

ガタオシリーズの瓶内二次発酵で醸造
した本格派スパークリングワイン。あ
ふれるような果実味と酸味が好バラン
ス。ほのかな甘さを残したやや辛口の
味わい。

POSコード：5601129035505
1,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：エシュプマンテ
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：ゴウベイオ、マルヴァジア・
フィナ、コデガ、アリント、モスカテル
入数：12

Lello Douro White
レロ ドウロ ホワイト 19

レモンイエローの色調で、柑橘系の果
実の香りの中にミネラルを感じさせる。
酸はバランスよくまとまり、爽やかだが
しっかりした厚みを感じさせる。

POSコード：5601129034935
1,200円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPドウロ
アルコール分：13.0%
ぶどう品種：ゴウベイオ、ヴィオジーニ
ョ、ラビガト
入数：12

Lello Douro Red
レロ ドウロ レッド 18

熟成はステンレスタンクとフレンチオ
ークで4～ 7ヶ月間。熟した赤い果実
を思わせるアロマ、充実した果実味と
酸、バランスの良いタンニン。

POSコード：5601129034539
1,200円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPドウロ
アルコール分：13.5%
ぶどう品種：トウリガ・ナショナル、トウ
リガ・フランカ、ティンタ・ロリス、ティ
ンタ・バロッカ
入数：12

白 赤
White Port 
ホワイトポート 

シロップに漬け込んだフルーツや蜜の
ような香り。口に含むと、完璧にバラン
スのとれた甘みと酸味、最後はドライ
フルーツのような濃厚な甘みが顔を出
す。

原産地呼称： DOPポート
アルコール分：19.0%
ぶどう品種：マルヴァジア・フィナ、ゴ
ウベイオ、ラビガト、ヴィオシニョ
入数：12

Ruby Port
ルビーポート 

ストロベリーを思わせる赤い果実とミ
ントのような爽やかな香りが引き立つ。
口に含むと、まさにストロベリーのよう
な若々しさ、爽やかさ、しっかりとした
骨格が感じられる。

原産地呼称：DOPポート
アルコール分：19.0%
ぶどう品種：トウリガ・フランカ、トウリ
ガ・ナショナル、ティンタ・バロッカ、テ
ィント・カン、ティンタ・ロリス　
入数：12

Fita Azul Attitude Reserva Bruto 
フィタ アズール アティチュード 
レゼルバ ブリュット NV 

瓶内二次発酵で醸造。しっかりとした
骨格を感じさせるピュアでエレガントな
味わいがブリュットらしい切れの良さと
共に味わえる。

POSコード：5601129035154
1,700円（税抜）参考小売価格 :

アルコール分：12.0％
ぶどう品種：ゴウベイオ（樹齢20年以
上）、マルヴァジア・フィナ、コデガ、ア
リント
入数：12

中辛口

白

白

Fita Azul Celebration Reserva Seco 
フィタ アズール セレブレーション 
レゼルバ セッコ NV 

瓶内二次発酵で醸造。果実の香り、シ
ャンパーニュの様なイーストの香り、バ
ター等芳しい香りに溢れ、滑らかで細や
かな泡立ちが心地よい口当たりをもた
らす。

POSコード：5601129035000
1,700円（税抜）参考小売価格 :

アルコール分：12.0％
ぶどう品種：ゴウベイオ（樹齢20年以
上）、マルヴァジア・フィナ、コデガ、ア
リント
入数：12

白
Fita Azul Woman Reserva Doce 
フィタ アズール ウーマン　
レゼルバ ドース NV

瓶内二次発酵で醸造。透き通った美し
い泡立ち。マスカットの香りが爽やかな
甘さと混ざり合い、うっとりするような
味わいで、女性をイメージしたスパー
クリングワイン。

POSコード：5601129035178
1,800円（税抜）参考小売価格 :

白

Meia Encosta Dão White
メイア エンコスタ 
ダン ホワイト 20

メイア・エン・コスタとは日当たりの良
い丘の中腹の意味。アロマは果実のよ
うにエレガントでミネラルに富む。絶妙
にバランスのとれた酸味とダン地方の
ワインならではのフレッシュさが感じら

濃厚でアロマティック、赤いフルーツの
アロマとかすかなスパイス。ダン地方の
香り高いワイン。スムーズでベルベット
のような舌触り。果実味がしっかりとし
ており、爽やかで長い余韻が楽しめる。

POSコード：5601129034041
1,100円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPダン
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：マルヴァジア・フィナ、エン
クルザード、ビカル、フェルナン・ピレス
入数：12
※2022年7月価格改定

Meia Encosta Dão Red
メイア エンコスタ 
ダン レッド19

POSコード：5601129034249
1,100円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPダン
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：トウリガ・ナショナル、ジャ
エン、アルフロシェイロ、ティンタ・ロリス
入数：12

Vinhos Borges 
ヴィニョス　ボルゲス
1884 年にポートに創業された歴史のあるワインメーカー。ヴィーニョ・ヴェルデ、ドウロ（ポートとスティルワイン）、
トラズ・オス・モンテス、ダン、ポルトガル北中部に広大な自社葡萄園を所有し、品質の高いデイリーワインから見事なヴ
ィンテージポートまで数多くのポルトガルワインを送り出している。1998 年にコーヒー事業などを展開するJMV グル
ープの傘下に入り、最新の葡萄栽培技術と生産設備の導入によりワインの品質は飛躍的に向上した。2008 年に事業を引
き継いだフェルナンダ・ヴィエイラのもと、看板商品「ガタオ」や「フィタ アズール」は世界のワイン市場で大きな成功を
収めている。2012年AWCウィーン国際ワインコンクールでポルトガル最優秀生産者賞受賞。Fernanda V

ieira
Fernanda V

ieira

  Vinho Verde / Trás-os-Montes / Douro / Dão   ヴィーニョ・ヴェルデ/トラズ・オス・モンテス/ドウロ/ダン

微発泡

発泡性

発泡性 発泡性

発泡性

ポート ポート

スクリュー
キャップ

スクリュー
キャップ

微発泡

微発泡

微発泡

スクリュー
キャップ

POSコード：5601129030036
1,670円（税抜）参考小売価格 :

POSコード：5601129030012
1,670円（税抜）参考小売価格 :

アルコール分：12.0％
ぶどう品種：モスカテル100％
入数：12

Gatão CAN
ガタオ CAN

ガタオヴィーニョ・ヴェルデのフレッシ
ュで爽やかな味わいそのままに炭酸強
めのセミスパークリング。グラス約２杯
分の飲み切りサイズ。

POSコード：5601129452425
480円（税抜）参考小売価格 :

白

原産地呼称：ヴィーニョ
アルコール分：9.0％
ぶどう品種：アザール、ペデルナン、ト
ラジャドゥラ、アヴェッソ、ロウレイロ
入数：24

250ml

微発泡

缶ワイン

新商品

※売り上げの一部を保護猫活動支援
　TNR活動支援へ寄付

新ラベル

ALLO 
アロ20

アルヴァリーニョの果実味と骨格、ロ
ウレイロの酸味とミネラル感が混然一
体となり、ワンランク上のミーニョ産ワ
インを生み出している。サクラワインア
ワード2021ゴールド受賞

POSコード：5602640000164
1,700円（税抜）参考小売価格 :

白

原産地呼称： IGPミーニョ
アルコール分：11.5%
ぶどう品種：ロウレイロ、アルヴァリー
ニョ
入数：12

Soalheiro Mineral Rosé  
ソアリェイロ 
ミネラル ロゼ21

ミーニョ地方で育ったアルヴァリーニョ
とピノ・ノワールから造られるミネラリテ
ィとエレガンスを持つロゼ。美しい色は
ピノ・ノワールの全房を優しくプレスす
ることにより生まれる。

POSコード：5602640000669
2,800円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： IGPミーニョ
アルコール分：11.5%
ぶどう品種：アルヴァリーニョ 70％、
ピノ・ノワール30％
入数：6

Soalheiro 
ソアリェイロ 20

人気品種アルヴァリーニョを代表するワ
イン。柑橘系と凝縮感のあるトロピカル
な香りと味わい。素晴らしいバランス、
エレガントで濃密な仕上り。

POSコード：5602640000645
2,600円（税抜）参考小売価格 :

白

原産地呼称： DOPヴィーニョ・ヴェルデ
アルコール分：12.5%
ぶどう品種：アルヴァリーニョ
入数：12

Soalheiro Primeiras Vinhas 
ソアリェイロ　
プリメイラス ヴィーニャス 20

有機農法を実施している自社畑の樹
齢40年アルヴァリーニョから造られ
る。エレガントで豊かな柑橘系のアロ
マ。リッチな味わいで、フレッシュさと
共に複雑性のある余韻が残る。

POSコード：5602640000447
3,500円（税抜）参考小売価格 :

白

原産地呼称： DOPヴィーニョ・ヴェルデ
アルコール分：13.0%
ぶどう品種：アルヴァリーニョ
入数：12

Soalheiro Nature
ソアリェイロ 
ネイチャー19

オーガニック栽培の葡萄から亜硫酸無
添加、無濾過で造られる。マロラクティ
ック発酵によるソフトでまろやかな口当
たりで、複雑でミネラリティと果実味が
感じられる味わい。

POSコード：5602640005916
3,800円（税抜）参考小売価格 :

白

原産地呼称： DOP：ヴィーニョ・ヴェルデ
アルコール分：12.0%
ぶどう品種：アルヴァリーニョ
入数：6

中辛口

Soalheiro Reserva 
ソアリェイロ　
レゼルバ 18

有機農法を実施している自社畑の厳
選した葡萄を使用。８か月樽熟成。オ
ークのニュアンスとエレガントでリッチ
な柑橘系のアロマ。非常に豊かで複雑
な味わい。

POSコード：5602640000317
5,000円（税抜）参考小売価格 :

白

原産地呼称： DOPヴィーニョ・ヴェルデ
アルコール分：13.0%
ぶどう品種：アルヴァリーニョ
入数：6

Soalheiro
ソアリェイロ
ソアリェイロは、アルヴァリーニョのトップ生産者として国内外から認められている。ポルトガル最北端のメルガソは、山々
に囲まれ、降雨量・気温・日照量など、アルヴァリーニョ種が生育するのにベストと言える条件を備えている。この特殊な
マイクロクライメイト（微小気候）を利用し、1974 年にジョアン・アントニオ・セルデイラ氏が最初にアルヴァリーニョ種を植
え、1982 年に初めて「ソアリェイロ」ブランドをリリースした。「ソアリェイロ」とは日当たりの良い場所の意味。現当主ルイ
ス・セルデイラ氏は有機農法で栽培を推進し、動植物の生物多様性を促進している。また、醸造設備についても、何年にも
わたって近代化が行われ現在は完成の域に達し、品質の向上は勿論、新たなるキュヴェの開発等、今後の成長が期待される。

 Vinho Verde (Monção e Melgaço) ヴィーニョ・ヴェルデ（モンサン・メルガッソ） 

Luis CerdeiraLuis Cerdeira

Soalheiro Bruto Alvarinho 
ソアリェイロ ブリュット 
アルヴァリーニョ NV

瓶内二次発酵で造ったアルヴァリーニョ
種のスパークリング。アルヴァリーニョ
種の果実味を映し出したアロマ、酸とア
ルコールの優れたバランスを感じさせ
る。永続性と複雑性に富んだ味わい。

POSコード：5602640000072
3,600円（税抜）参考小売価格 :

白

原産地呼称： DOPヴィーニョ・ヴェルデ
アルコール分：12.5%
ぶどう品種：アルヴァリーニョ
入数：6

ロゼ

Quinta dos Ameal Vinho Verde Loureiro 
キンタ・ド・アメアル ヴィーニョ・
ヴェルデ ロウレイロ19

高品質ワインの可能性を証明した、ロ
ウレイロのパイオニアであるアメアル
のフラグシップワイン。白い花や柑橘
のアロマ。溌溂とした酸味があり、熟成
のポテンシャルを感じさせる。

POSコード：5604882919105
2,200円（税抜）参考小売価格 :

白

原産地呼称： DOP：ヴィーニョ・ヴェルデ
アルコール分：11.5%
ぶどう品種：ロウレイロ
入数：6

Quinta dos Ameal Vinho Verde Solo Único
キンタ・ド・アメアル ヴィーニョ・
ヴェルデ ソロ・ウニコ19

ロウレイロの品種の特徴的な白い花や
柑橘の香り。溌溂とした酸味の中に果
実の凝縮感と複雑味が感じられ、余韻
も長い。ロウレイロ品種の素晴らしい熟
成の可能性を示している。

POSコード：5604882979109
3,500円（税抜）参考小売価格 :

白

原産地呼称： DOP：ヴィーニョ・ヴェルデ
アルコール分：11.5%
ぶどう品種：ロウレイロ
入数：6

Quinta dos Ameal Vinho Verde Escolha
キンタ・ド・アメアル　ヴィーニョ・
ヴェルデ　エスコーリャ17

オレンジブロッサムや柑橘、樽由来の
スパイスの複雑なアロマ。果実の凝縮
感と重厚感があり、余韻も長い。素晴
らしい熟成が期待できる。

POSコード：5604882999107
4,500円（税抜）参考小売価格 :

白

原産地呼称： DOP：ヴィーニョ・ヴェルデ
アルコール分：12.0%
ぶどう品種：ロウレイロ
入数：3

Quinta do Ameal　
キンタ・ド・アメアル
現在のヴィーニョ・ヴェルデのトップ生産者を挙げれば、アルヴァリーニョ種代表のソアリェイロと並び称されるロウレ
イロ生産者がキンタ・ド・アメアル。1710年から続く歴史あるワイナリー。ポルトガルワインは多品種のブドウを使って
ブレンドあるいは混植・混醸するのが一般的ではあるが近年、ワインの個性を端的に表現するため単一品種によるワイン
造りを行う造り手達の中にあって、ヴィーニョ・ヴェルデの主要品種ロウレイロの味わいを高い次元で表現する生産者の
代表がキンタ・ド・アメアル。数あるヴィーニョ・ヴェルデの生産者の中で、ワイン専門誌から非常に高い評価を受け続け
る希少な生産者。

新商品 新商品 新商品

中辛口中辛口

Jose Luis Moreira da Silva
Jose Luis Moreira da Silva

Eto Carta
エト・カルタ 19

ニーポートのベーシックブランドで、日
本限定ラベル。赤い果実の香りと若干
のスパイシーなニュアンスは特に鶏肉
やキノコを使った薫り高い料理におす
すめ。

POSコード：5602840076914
2,300円（税抜）参考小売価格 :

白 白

原産地呼称：DOPドウロ
アルコール分：13.0%
ぶどう品種：トウリガ・フランカ、トウリ
ガ・ナショナル、ティンタ・ロリス、ティ
ンタ・アマレラ他
入数：6

Eto Carta White 
エト・カルタ　ホワイト 20

12支が描かれた日本向け限定ラベ
ル。レモン、桃、白い花のような爽やか
な香り。心地よい酸味、ミネラル感がう
まくマッチし、とてもバランスよく仕上
がっている。

POSコード：5602840077072
2,300円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPドウロ
アルコール分：12.0%
ぶどう品種：コデガ、ラビガト、ゴウヴ
ェイオ他
入数：6

Vertente 
ヴェルテンテ 18

新たな視点（ヴェルテンテ）でワイン造
りを始めたというメッセージ。18ヶ月フ
レンチオーク熟成。黒い果実の風味とブ
ラックペッパーのスパイシーな香り。酸
味が大変きれいに表現されている。

POSコード：5603977005549
3,300円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPドウロ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ティンタロリス、トウリガ
フランカ他
入数：6

Redoma White 
レドマ ホワイト 18

平均樹齢40～ 100年、15品目もの
品種が混植されている標高の高い小
さな葡萄畑。熟度の異なる葡萄を同時
に収穫することで心地よい酸味をワイ
ンに与えることが出来る。

POSコード：5603977002838
3,200円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPドウロ
アルコール分：11.5％
ぶどう品種：ラビガト、コデガ、ドンゼリ
ーニョ 他
入数：6

赤 赤

中辛口

Niepoort
ニーポート
ニーポートは、1842 年創業の歴史あるポートワインメーカー。現在の当主ディルク・ニーポートが5 代目にあたる。伝
統の味わいを受け継ぐために、ポートワインでは最も重要な役割を担うマスターブレンダーのファミリーもニーポート
とともに世代を繋ぐ。ブルゴーニュワインのエレガントな味わいに魅了されたディルクは、自社畑の葡萄からスティル
ワイン造りを開始。ドウロ産スティルワインのパイオニアとして数多くの生産者を牽引し、この地のスティルワインを
世界に知らしめる役割を果たした。ニーポートは2019年はフランスで発刊されたヨーロッパのトップ生産者26社に
DRCやアンリ・ジャイエ等と共に掲載され、ブルゴーニュのトップクラスと同列の評価を受けている。Dirk NiepoortDirk Niepoort

Porto / Douro / Beiras / Vinho Verde　ポート/ドウロ/ベイラス/ヴィーニョ・ヴェルデ

Vinho Verde (Lima)  ヴィーニョ・ヴェルデ　（リマ）価格
改定

※2022年7月価格改定

価格
改定

※2022年7月価格改定

価格
改定

※2022年7月価格改定

価格
改定

Joao Roquette
Joao Roquette



PortugalPortugal PortugalPortugal

5 6※容量表記のないものは全て750mlとなります。※生産量、輸入量とも少ない生産者です。ヴィンテージの変更や在庫切れでご迷惑をおかけする場合もございます。ご了承の程お願い申し上げます。ご発注の場合は在庫のお問い合わせをお願いします。

Gatão Vinho Verde
ガタオ 
ヴィーニョ・ヴェルデ

ヴィーニョ・ヴェルデとは「緑のワイン」
を意味するポルトガル語。フレッシュで
爽やかな味わいのイメージからこの名
がつけられた。弱発泡性の軽快なワイ
ンとして世界的に有名。

POSコード：5601129032115
1,200円（税抜）参考小売価格 :

白 白

白

白

原産地呼称：DOPヴィーニョ・ヴェルデ
アルコール分：9.0％
ぶどう品種：アザール、ペデルナン、ト
ラジャドゥラ、アヴェッソ、ロウレイロ
入数：12

Gatão Vinho Verde Flagon
ガタオ ヴィーニョ・ヴェルデ 
フラゴンボトル

フラゴンボトル入りのガタオ。フレッシ
ュで爽やかな味わいのイメージからこ
の名がつけられた。弱発泡性の軽快な
ワインとして世界的に有名。

POSコード：5601129032009
1,200円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPヴィーニョ・ヴェルデ
アルコール分：9.0％
ぶどう品種：アザール、ペデルナン、ト
ラジャドゥラ、アヴェッソ、ロウレイロ
入数：12

Gatão Rosé
ガタオ ロゼ

ポルトガルを代表する品種トウリガフ
ランカの古木の葡萄を主原料に造られ
た弱発泡性のワイン。色鮮やかで香り
高いロゼ。

POSコード：5601129033099
1,200円（税抜）参考小売価格 :

ロゼ

ロゼ

原産地呼称：ヴィーニョ
アルコール分：10.5％
ぶどう品種：トウリガ・フランカ、ティ
ンタ・ロリス、ティンタ・バロッカ
入数：12

Gatão Rosé Flagon
ガタオ ロゼ 
フラゴンボトル 

フラゴンボトル入りのガタオ　ロゼ。ポ
ルトガルを代表する品種トウリガフラ
ンカの古木の葡萄を主原料に造られた
弱発泡性のワイン。色鮮やかで香り高
いロゼ。

POSコード：5601129033105
1,200円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：ヴィーニョ
アルコール分：10.5％
ぶどう品種：トウリガ・フランカ、ティ
ンタ・ロリス、ティンタ・バロッカ
入数：12

Gatão Red
ガタオ レッド 

赤い果実を思わせるフレッシュでフル
ーティなアロマに満ちて、口当たりは
軽くエレガントだが充実した果実の甘
さを感じることができる。

POSコード：5601129033518
1,200円（税抜）参考小売価格 :

赤

赤赤

原産地呼称：ヴィーニョ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ティンタ・ロリス、トウリガ・ナシ
ョナル、ティンタ・バロッカ、トウリガ・フランカ
入数：12

Gatão Sparkling Wine Reserva Medium-Dry 
ガタオ スパークリングワイン 
レゼルバ ミディアム -ドライ NV

ガタオシリーズの瓶内二次発酵で醸造
した本格派スパークリングワイン。あ
ふれるような果実味と酸味が好バラン
ス。ほのかな甘さを残したやや辛口の
味わい。

POSコード：5601129035505
1,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：エシュプマンテ
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：ゴウベイオ、マルヴァジア・
フィナ、コデガ、アリント、モスカテル
入数：12

Lello Douro White
レロ ドウロ ホワイト 19

レモンイエローの色調で、柑橘系の果
実の香りの中にミネラルを感じさせる。
酸はバランスよくまとまり、爽やかだが
しっかりした厚みを感じさせる。

POSコード：5601129034935
1,200円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPドウロ
アルコール分：13.0%
ぶどう品種：ゴウベイオ、ヴィオジーニ
ョ、ラビガト
入数：12

Lello Douro Red
レロ ドウロ レッド 18

熟成はステンレスタンクとフレンチオ
ークで4～ 7ヶ月間。熟した赤い果実
を思わせるアロマ、充実した果実味と
酸、バランスの良いタンニン。

POSコード：5601129034539
1,200円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPドウロ
アルコール分：13.5%
ぶどう品種：トウリガ・ナショナル、トウ
リガ・フランカ、ティンタ・ロリス、ティ
ンタ・バロッカ
入数：12

白 赤
White Port 
ホワイトポート 

シロップに漬け込んだフルーツや蜜の
ような香り。口に含むと、完璧にバラン
スのとれた甘みと酸味、最後はドライ
フルーツのような濃厚な甘みが顔を出
す。

原産地呼称： DOPポート
アルコール分：19.0%
ぶどう品種：マルヴァジア・フィナ、ゴ
ウベイオ、ラビガト、ヴィオシニョ
入数：12

Ruby Port
ルビーポート 

ストロベリーを思わせる赤い果実とミ
ントのような爽やかな香りが引き立つ。
口に含むと、まさにストロベリーのよう
な若々しさ、爽やかさ、しっかりとした
骨格が感じられる。

原産地呼称：DOPポート
アルコール分：19.0%
ぶどう品種：トウリガ・フランカ、トウリ
ガ・ナショナル、ティンタ・バロッカ、テ
ィント・カン、ティンタ・ロリス　
入数：12

Fita Azul Attitude Reserva Bruto 
フィタ アズール アティチュード 
レゼルバ ブリュット NV 

瓶内二次発酵で醸造。しっかりとした
骨格を感じさせるピュアでエレガントな
味わいがブリュットらしい切れの良さと
共に味わえる。

POSコード：5601129035154
1,700円（税抜）参考小売価格 :

アルコール分：12.0％
ぶどう品種：ゴウベイオ（樹齢20年以
上）、マルヴァジア・フィナ、コデガ、ア
リント
入数：12

中辛口

白

白

Fita Azul Celebration Reserva Seco 
フィタ アズール セレブレーション 
レゼルバ セッコ NV 

瓶内二次発酵で醸造。果実の香り、シ
ャンパーニュの様なイーストの香り、バ
ター等芳しい香りに溢れ、滑らかで細や
かな泡立ちが心地よい口当たりをもた
らす。

POSコード：5601129035000
1,700円（税抜）参考小売価格 :

アルコール分：12.0％
ぶどう品種：ゴウベイオ（樹齢20年以
上）、マルヴァジア・フィナ、コデガ、ア
リント
入数：12

白
Fita Azul Woman Reserva Doce 
フィタ アズール ウーマン　
レゼルバ ドース NV

瓶内二次発酵で醸造。透き通った美し
い泡立ち。マスカットの香りが爽やかな
甘さと混ざり合い、うっとりするような
味わいで、女性をイメージしたスパー
クリングワイン。

POSコード：5601129035178
1,800円（税抜）参考小売価格 :

白

Meia Encosta Dão White
メイア エンコスタ 
ダン ホワイト 20

メイア・エン・コスタとは日当たりの良
い丘の中腹の意味。アロマは果実のよ
うにエレガントでミネラルに富む。絶妙
にバランスのとれた酸味とダン地方の
ワインならではのフレッシュさが感じら

濃厚でアロマティック、赤いフルーツの
アロマとかすかなスパイス。ダン地方の
香り高いワイン。スムーズでベルベット
のような舌触り。果実味がしっかりとし
ており、爽やかで長い余韻が楽しめる。

POSコード：5601129034041
1,100円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPダン
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：マルヴァジア・フィナ、エン
クルザード、ビカル、フェルナン・ピレス
入数：12
※2022年7月価格改定

Meia Encosta Dão Red
メイア エンコスタ 
ダン レッド19

POSコード：5601129034249
1,100円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPダン
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：トウリガ・ナショナル、ジャ
エン、アルフロシェイロ、ティンタ・ロリス
入数：12

Vinhos Borges 
ヴィニョス　ボルゲス
1884 年にポートに創業された歴史のあるワインメーカー。ヴィーニョ・ヴェルデ、ドウロ（ポートとスティルワイン）、
トラズ・オス・モンテス、ダン、ポルトガル北中部に広大な自社葡萄園を所有し、品質の高いデイリーワインから見事なヴ
ィンテージポートまで数多くのポルトガルワインを送り出している。1998 年にコーヒー事業などを展開するJMV グル
ープの傘下に入り、最新の葡萄栽培技術と生産設備の導入によりワインの品質は飛躍的に向上した。2008 年に事業を引
き継いだフェルナンダ・ヴィエイラのもと、看板商品「ガタオ」や「フィタ アズール」は世界のワイン市場で大きな成功を
収めている。2012年AWCウィーン国際ワインコンクールでポルトガル最優秀生産者賞受賞。Fernanda V

ieira
Fernanda V

ieira

  Vinho Verde / Trás-os-Montes / Douro / Dão   ヴィーニョ・ヴェルデ/トラズ・オス・モンテス/ドウロ/ダン

微発泡

発泡性

発泡性 発泡性

発泡性

ポート ポート

スクリュー
キャップ

スクリュー
キャップ

微発泡

微発泡

微発泡

スクリュー
キャップ

POSコード：5601129030036
1,670円（税抜）参考小売価格 :

POSコード：5601129030012
1,670円（税抜）参考小売価格 :

アルコール分：12.0％
ぶどう品種：モスカテル100％
入数：12

Gatão CAN
ガタオ CAN

ガタオヴィーニョ・ヴェルデのフレッシ
ュで爽やかな味わいそのままに炭酸強
めのセミスパークリング。グラス約２杯
分の飲み切りサイズ。

POSコード：5601129452425
480円（税抜）参考小売価格 :

白

原産地呼称：ヴィーニョ
アルコール分：9.0％
ぶどう品種：アザール、ペデルナン、ト
ラジャドゥラ、アヴェッソ、ロウレイロ
入数：24

250ml

微発泡

缶ワイン

新商品

※売り上げの一部を保護猫活動支援
　TNR活動支援へ寄付

新ラベル

ALLO 
アロ20

アルヴァリーニョの果実味と骨格、ロ
ウレイロの酸味とミネラル感が混然一
体となり、ワンランク上のミーニョ産ワ
インを生み出している。サクラワインア
ワード2021ゴールド受賞

POSコード：5602640000164
1,700円（税抜）参考小売価格 :

白

原産地呼称： IGPミーニョ
アルコール分：11.5%
ぶどう品種：ロウレイロ、アルヴァリー
ニョ
入数：12

Soalheiro Mineral Rosé  
ソアリェイロ 
ミネラル ロゼ21

ミーニョ地方で育ったアルヴァリーニョ
とピノ・ノワールから造られるミネラリテ
ィとエレガンスを持つロゼ。美しい色は
ピノ・ノワールの全房を優しくプレスす
ることにより生まれる。

POSコード：5602640000669
2,800円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： IGPミーニョ
アルコール分：11.5%
ぶどう品種：アルヴァリーニョ 70％、
ピノ・ノワール30％
入数：6

Soalheiro 
ソアリェイロ 20

人気品種アルヴァリーニョを代表するワ
イン。柑橘系と凝縮感のあるトロピカル
な香りと味わい。素晴らしいバランス、
エレガントで濃密な仕上り。

POSコード：5602640000645
2,600円（税抜）参考小売価格 :

白

原産地呼称： DOPヴィーニョ・ヴェルデ
アルコール分：12.5%
ぶどう品種：アルヴァリーニョ
入数：12

Soalheiro Primeiras Vinhas 
ソアリェイロ　
プリメイラス ヴィーニャス 20

有機農法を実施している自社畑の樹
齢40年アルヴァリーニョから造られ
る。エレガントで豊かな柑橘系のアロ
マ。リッチな味わいで、フレッシュさと
共に複雑性のある余韻が残る。

POSコード：5602640000447
3,500円（税抜）参考小売価格 :

白

原産地呼称： DOPヴィーニョ・ヴェルデ
アルコール分：13.0%
ぶどう品種：アルヴァリーニョ
入数：12

Soalheiro Nature
ソアリェイロ 
ネイチャー19

オーガニック栽培の葡萄から亜硫酸無
添加、無濾過で造られる。マロラクティ
ック発酵によるソフトでまろやかな口当
たりで、複雑でミネラリティと果実味が
感じられる味わい。

POSコード：5602640005916
3,800円（税抜）参考小売価格 :

白

原産地呼称： DOP：ヴィーニョ・ヴェルデ
アルコール分：12.0%
ぶどう品種：アルヴァリーニョ
入数：6

中辛口

Soalheiro Reserva 
ソアリェイロ　
レゼルバ 18

有機農法を実施している自社畑の厳
選した葡萄を使用。８か月樽熟成。オ
ークのニュアンスとエレガントでリッチ
な柑橘系のアロマ。非常に豊かで複雑
な味わい。

POSコード：5602640000317
5,000円（税抜）参考小売価格 :

白

原産地呼称： DOPヴィーニョ・ヴェルデ
アルコール分：13.0%
ぶどう品種：アルヴァリーニョ
入数：6

Soalheiro
ソアリェイロ
ソアリェイロは、アルヴァリーニョのトップ生産者として国内外から認められている。ポルトガル最北端のメルガソは、山々
に囲まれ、降雨量・気温・日照量など、アルヴァリーニョ種が生育するのにベストと言える条件を備えている。この特殊な
マイクロクライメイト（微小気候）を利用し、1974 年にジョアン・アントニオ・セルデイラ氏が最初にアルヴァリーニョ種を植
え、1982 年に初めて「ソアリェイロ」ブランドをリリースした。「ソアリェイロ」とは日当たりの良い場所の意味。現当主ルイ
ス・セルデイラ氏は有機農法で栽培を推進し、動植物の生物多様性を促進している。また、醸造設備についても、何年にも
わたって近代化が行われ現在は完成の域に達し、品質の向上は勿論、新たなるキュヴェの開発等、今後の成長が期待される。

 Vinho Verde (Monção e Melgaço) ヴィーニョ・ヴェルデ（モンサン・メルガッソ） 

Luis CerdeiraLuis Cerdeira

Soalheiro Bruto Alvarinho 
ソアリェイロ ブリュット 
アルヴァリーニョ NV

瓶内二次発酵で造ったアルヴァリーニョ
種のスパークリング。アルヴァリーニョ
種の果実味を映し出したアロマ、酸とア
ルコールの優れたバランスを感じさせ
る。永続性と複雑性に富んだ味わい。

POSコード：5602640000072
3,600円（税抜）参考小売価格 :

白

原産地呼称： DOPヴィーニョ・ヴェルデ
アルコール分：12.5%
ぶどう品種：アルヴァリーニョ
入数：6

ロゼ

Quinta dos Ameal Vinho Verde Loureiro 
キンタ・ド・アメアル ヴィーニョ・
ヴェルデ ロウレイロ19

高品質ワインの可能性を証明した、ロ
ウレイロのパイオニアであるアメアル
のフラグシップワイン。白い花や柑橘
のアロマ。溌溂とした酸味があり、熟成
のポテンシャルを感じさせる。

POSコード：5604882919105
2,200円（税抜）参考小売価格 :

白

原産地呼称： DOP：ヴィーニョ・ヴェルデ
アルコール分：11.5%
ぶどう品種：ロウレイロ
入数：6

Quinta dos Ameal Vinho Verde Solo Único
キンタ・ド・アメアル ヴィーニョ・
ヴェルデ ソロ・ウニコ19

ロウレイロの品種の特徴的な白い花や
柑橘の香り。溌溂とした酸味の中に果
実の凝縮感と複雑味が感じられ、余韻
も長い。ロウレイロ品種の素晴らしい熟
成の可能性を示している。

POSコード：5604882979109
3,500円（税抜）参考小売価格 :

白

原産地呼称： DOP：ヴィーニョ・ヴェルデ
アルコール分：11.5%
ぶどう品種：ロウレイロ
入数：6

Quinta dos Ameal Vinho Verde Escolha
キンタ・ド・アメアル　ヴィーニョ・
ヴェルデ　エスコーリャ17

オレンジブロッサムや柑橘、樽由来の
スパイスの複雑なアロマ。果実の凝縮
感と重厚感があり、余韻も長い。素晴
らしい熟成が期待できる。

POSコード：5604882999107
4,500円（税抜）参考小売価格 :

白

原産地呼称： DOP：ヴィーニョ・ヴェルデ
アルコール分：12.0%
ぶどう品種：ロウレイロ
入数：3

Quinta do Ameal　
キンタ・ド・アメアル
現在のヴィーニョ・ヴェルデのトップ生産者を挙げれば、アルヴァリーニョ種代表のソアリェイロと並び称されるロウレ
イロ生産者がキンタ・ド・アメアル。1710年から続く歴史あるワイナリー。ポルトガルワインは多品種のブドウを使って
ブレンドあるいは混植・混醸するのが一般的ではあるが近年、ワインの個性を端的に表現するため単一品種によるワイン
造りを行う造り手達の中にあって、ヴィーニョ・ヴェルデの主要品種ロウレイロの味わいを高い次元で表現する生産者の
代表がキンタ・ド・アメアル。数あるヴィーニョ・ヴェルデの生産者の中で、ワイン専門誌から非常に高い評価を受け続け
る希少な生産者。

新商品 新商品 新商品

中辛口中辛口

Jose Luis Moreira da Silva
Jose Luis Moreira da Silva

Eto Carta
エト・カルタ 19

ニーポートのベーシックブランドで、日
本限定ラベル。赤い果実の香りと若干
のスパイシーなニュアンスは特に鶏肉
やキノコを使った薫り高い料理におす
すめ。

POSコード：5602840076914
2,300円（税抜）参考小売価格 :

白 白

原産地呼称：DOPドウロ
アルコール分：13.0%
ぶどう品種：トウリガ・フランカ、トウリ
ガ・ナショナル、ティンタ・ロリス、ティ
ンタ・アマレラ他
入数：6

Eto Carta White 
エト・カルタ　ホワイト 20

12支が描かれた日本向け限定ラベ
ル。レモン、桃、白い花のような爽やか
な香り。心地よい酸味、ミネラル感がう
まくマッチし、とてもバランスよく仕上
がっている。

POSコード：5602840077072
2,300円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPドウロ
アルコール分：12.0%
ぶどう品種：コデガ、ラビガト、ゴウヴ
ェイオ他
入数：6

Vertente 
ヴェルテンテ 18

新たな視点（ヴェルテンテ）でワイン造
りを始めたというメッセージ。18ヶ月フ
レンチオーク熟成。黒い果実の風味とブ
ラックペッパーのスパイシーな香り。酸
味が大変きれいに表現されている。

POSコード：5603977005549
3,300円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPドウロ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ティンタロリス、トウリガ
フランカ他
入数：6

Redoma White 
レドマ ホワイト 18

平均樹齢40～ 100年、15品目もの
品種が混植されている標高の高い小
さな葡萄畑。熟度の異なる葡萄を同時
に収穫することで心地よい酸味をワイ
ンに与えることが出来る。

POSコード：5603977002838
3,200円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPドウロ
アルコール分：11.5％
ぶどう品種：ラビガト、コデガ、ドンゼリ
ーニョ 他
入数：6

赤 赤

中辛口

Niepoort
ニーポート
ニーポートは、1842 年創業の歴史あるポートワインメーカー。現在の当主ディルク・ニーポートが5 代目にあたる。伝
統の味わいを受け継ぐために、ポートワインでは最も重要な役割を担うマスターブレンダーのファミリーもニーポート
とともに世代を繋ぐ。ブルゴーニュワインのエレガントな味わいに魅了されたディルクは、自社畑の葡萄からスティル
ワイン造りを開始。ドウロ産スティルワインのパイオニアとして数多くの生産者を牽引し、この地のスティルワインを
世界に知らしめる役割を果たした。ニーポートは2019年はフランスで発刊されたヨーロッパのトップ生産者26社に
DRCやアンリ・ジャイエ等と共に掲載され、ブルゴーニュのトップクラスと同列の評価を受けている。Dirk NiepoortDirk Niepoort

Porto / Douro / Beiras / Vinho Verde　ポート/ドウロ/ベイラス/ヴィーニョ・ヴェルデ

Vinho Verde (Lima)  ヴィーニョ・ヴェルデ　（リマ）価格
改定

※2022年7月価格改定

価格
改定

※2022年7月価格改定

価格
改定

※2022年7月価格改定

価格
改定

Joao Roquette
Joao Roquette



PortugalPortugal PortugalPortugal

7 8※容量表記のないものは全て750mlとなります。※生産量、輸入量とも少ない生産者です。ヴィンテージの変更や在庫切れでご迷惑をおかけする場合もございます。ご了承の程お願い申し上げます。ご発注の場合は在庫のお問い合わせをお願いします。

Nat' Cool White
ナット・クール 
ホワイト21

昔ながらのヴィーニョ・ヴェルデの造り。
澱と糖分を残し瓶詰めする為、瓶内で
再発酵し微発泡となる。澱により白濁の
場合もある。フレッシュで柑橘系の香り、
心地よい酸味、後味に塩味を感じる。

POSコード：5603977006027
2,700円（税抜）参考小売価格 :

白

原産地呼称： ヴィーニョ
アルコール分：11.0%
ぶどう品種：アザル、アリント、アヴェ
ッソ、トラジャドゥラ、ロウレイロ
入数：6

Nat' Cool Baga
ナット・クール 
バガ20

『ナット・クール』シリーズ最初のワイ
ン。バイラーダを代表するバガの持つ
本来の個性を追求。ビオ栽培、軽い抽
出等、新たな造りで驚くほど軽快で、
親しみやすくエレガントなワイン。

POSコード：5600824210019
2,900円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： DOPバイラーダ
アルコール分：12.5%
ぶどう品種：バガ
入数：6

赤
Batuta 
バトゥータ 14

樹齢70年と100年以上の2つの畑の
葡萄を使用。濃厚なベリー系の華やか
さとコーヒーなどの香り。きめ細かいタ
ンニン、力強い果実味と長い余韻。バト
ゥータはオーケストラの指揮棒のこと。

POSコード：5603977000315
11,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPドウロ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ティンタ・アマレラ、トウリ
ガフランカ、ティンタロリス他
入数：6

赤白
White Port 
ホワイトポート 

伝統的なスタイルのホワイトポート。明
るいゴールドの色調。ナッツを思わせ
る香りでやや甘口の味わい。冷やして
食前酒として、また、食後酒としても楽
しめる。

POSコード：5602840022003
2,600円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPポート
アルコール分：19.5％
ぶどう品種：コデガ､ラビガト､ヴィオシ
ニョ､アリント､ゴウベイオ他
入数：6

白
Dry White Port 
ドライ ホワイトポート 

辛口に仕上げるためなるべく酒精強化
を遅らせる。小樽で3年半の熟成。ナ
ッツやアーモンドを思わせるアロマと
凝縮感のある上品なあと口。よく冷や
して食前酒に。

POSコード：5602840023000
2,600円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPポート
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：コデガ､ラビガト､ヴィオシ
ニョ､アリント､ゴウベイオ他
入数：6

Ruby Port
ルビーポート 

新鮮なチェリーや赤いフルーツを思わ
せる果実香。豊かな酸味と甘さが絶妙
にバランスし、長い余韻を楽しむことが
できる。食後にフルーツやチーズのほか、
ビターチョコレートと抜群の相性。

POSコード： 5602840011007
2,800円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPポート
アルコール分：19.5％
ぶどう品種：トウリガ・ナショナル､トウ
リガ・フランカ､ティント・カン､ティンタ・
フランシスカ､ティンタ・アマレラ他
入数：6

赤
Tawny Port 10 Years Old 
トウニーポート 10年

平均樹齢60年以上。オレンジやレモ
ンの皮、タフィーやカラメル、蜂蜜など
様々な香りの要素を持つ。驚くほど長
い余韻。チョコレート系スイーツと。高
い評価を受け続けるポートワイン。

POSコード： 5602840030008
6,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPポート
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：トウリガ・ナショナル､トウ
リガ・フランカ､ティント・カン､ティンタ・
フランシスカ､ティンタ・アマレラ他
入数：6

赤
Tawny Port 20 Years Old
トウニーポート 20年

平均樹齢60年以上。小さな旧樽での
長期熟成により、香り・味わいに驚くほ
どの凝縮感が生まれる。アプリコットの
ドライフルーツの香りで、とても長い余
韻を楽しめる。熟成したチーズと。

POSコード： 5602840031005
11,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPポート
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：トウリガ・ナショナル､トウ
リガ・フランカ､ティント・カン､ティンタ・
フランシスカ､ティンタ・アマレラ他
入数：6

赤

赤
Ｖｏｙｅｕｒ
ヴォワユール18

ドウロ渓谷に点在する数多くの畑の古
木の葡萄を集めて赤・白それぞれ３基
のアンフォラ（1000ℓ）に分けて発酵・
熟成し、出来上がった赤白のワインを
ブレンドして造られる挑戦的なワイン。

POSコード：5603977003583
3,300円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： ヴィーニョ
アルコール分：12.5%
ぶどう品種：ドウロ地方の赤・白混合
のブドウ品種
入数：6

赤

Late Bottled Vintage Port
レイト ボトルド 
ヴィンテージポート17

樹齢70年以上。ダークチェリーなど濃
厚な果実香とチョコレートの香り。豊か
な果実味と力強い酸をもち、実にバラ
ンスの良い味わい。熟成タイプのチー
ズやビターチョコレートと。

POSコード： 5602840036086
3,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPポート
アルコール分：19.5%
ぶどう品種：トウリガ・ナショナル、トウ
リガ・フランカ、ティント・カン、ティンタ・
フランシスカ、ティンタ・アマレラ他
入数：6

ポート ポート

ポート ポート

ポート ポート

1000ml 1000ml

微発泡

ボトルカラー変更

8月下旬入荷予定

王冠栓

中辛口

Murganheira
ムルガニェイラ
ムルガニェイラはポルトガルを代表するプレミアム・スパークリングワインメーカー。現地のハイクラスレストランの
ワインリストでムルガニェイラを見ないことは稀。ムルガニェイラの創業は1964年、ポルトガルのスパークリングワイ
ン造りの第一人者のオーランド・ローレンソ（写真：左側）が社長、経営を主に担当するペドロ・ディアス・ダ・コスタ（写
真右側）が副社長として共同経営を行っている。早くからシャンパーニュで研鑽を積んだオーランドはムルガニェイラで
のスパークリングワイン造りを行う一方、ポルトガル各地の生産者にスパークリングワイン製造法を教授して現在ポル
トガルスパークリングワインの礎を築いた人物でもある。

Orlando Lourenco

Pedro Dias da CostaOrlando Lourenco

Pedro Dias da Costa

Quinta dos Murças  
キンタ・ドス・ムルサス（ドウロ） 
アレンテージョワインのリーダー的な存在と知られるエスポランが2008年より所有するドウロのワイナリー。2021年
にはキンタ・ドス・ムルサスの自社畑全てにオーガニック認証を受けている。その環境や生物多様性に配慮する取り組み
が評価され、IVDP（ドウロ＆ポートワイン協会）から2020 年ヴィンテージIVDP 環境とサスティナビリティに関する賞
を授与されている。

Tavora Varosa　タヴォーラ・ヴァローザ

赤白
Assobio Red 
アソビーオ レッド17

谷間を渡る風の音が口笛（アソビーオ）
の様だ、から来た名称。フレッシュで強
いベリー系のアロマがオーク樽からの
スパイシーさと絡み合う。果実味と熟
したタンニン、見事な酸味とバランス。

POSコード：5603522994533
2,200円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： DOPドウロ
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：トウリガ・ナショナル、ティ
ンタ・ロリス、トウリガ・フランカ他
入数：6

Assobio White 
アソビーオ ホワイト19

エスポランが所有するドウロのワイナ
リー。柑橘系の香り高く、トロピカルフ
ルーツも感じさせる。とてもフレッシュ
でエレガントな味わいは果実味と酸味
の良きバランスを感じさせる。

POSコード：5603522986439
2,200円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： DOPドウロ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ヴィオジーニョ、ラビガト、ヴ
ェルデーリョ、ゴウベイオ、アリント、コデ
ガ・ド・ラリーニョ
入数：6

Quinta Dos Murças Reserva
キンタ・ドス・ムルサス 
レゼルバ15 

エスポランが所有するドウロの伝統あ
るキンタ・ドス・ムルサス。カシスを思
わすフルーツ香。熟した果実味とフレ
ッシュさが良いバランスを保ち、濃厚
であるが味わいの基調はエレガント。

POSコード： 5603522994540
5,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： DOPドウロ
アルコール分：14.5％
ぶどう品種：ティンタ・ロリス、ティンタ・
アマレラ、ティンタ・バロッカ、トウリガ・
ナショナル、トウリガ・フランカ、ソウサン
入数：3

赤
Quinta dos Murças Minas
キンタ・ドス・ムルサス 
ミナス17

熟した赤系果実や花が濃縮した香り。
堅牢でありながら活 し々、熟したタンニ
ンが酸と調和。フレッシュさと果実味が
バランスした余韻。フレンチオーク樽
で９か月熟成。ミナスは水脈の意。

POSコード： 5603522976874
2,800円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： DOP：ドウロ
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：トウリガ・フランカ、トウリガ・
ナショナル、ティンタ・ロリス、ティント・カ
ン、ティンタ・フランシスカ
入数：6

赤

Douroドウロ

白
Velha Reserva Bruto
ヴェーリャ 
レゼルバ ブリュット13

シャンパーニュに勝るとも劣らない複雑
な味わい。リンゴやプラムのフルーツ香、
キャラメルやトーストの香り。地元2品種
をシャルドネが見事にまとめている。瓶
内熟成期間８年。ドサージュ7ｇ/L。

POSコード：5602068000012
4,200円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPタヴォーラ・ヴァローザ
アルコール分：13.0%
ぶどう品種：マルヴァジア・フィナ、シ
ャルドネ、トウリガ・ナショナル
入数：6

白 白
Reserva Bruto
レゼルバ ブリュット15

ムルガニェイラを代表する辛口仕立て
のワイン。酸味と果実味との絶妙なバ
ランス、フレッシュで軽やかな味わいを
特徴とする。瓶内熟成期間3～ 5年。
ドサージュ3～4ｇ/L。

POSコード：5602068000272
3,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPタヴォーラ・ヴァローザ
アルコール分：12.5%
ぶどう品種：マルヴァジア・フィナ、セ
ルシアル、ゴウヴェイオ・リアル
入数：6

Touriga Nacional Bruto
トゥリガ・ナショナル 
ブリュット11

トウリガ・ナショナル種100％で造っ
たブラン・ド・ノワール。濃縮感のある
果実味、心地よい酸味や骨格の堅牢さ
を見事に表現。瓶内熟成期間4年半。
ドサージュ7ｇ/L。

POSコード：5602068001057
5,200円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPタヴォーラ・ヴァローザ
アルコール分：14.5％
ぶどう品種：トウリガ・ナショナル
入数：6

発泡性 発泡性 発泡性

Redoma Red 
レドマ レッド 18

樹齢60～ 120年の約30品種が混植
されている畑の葡萄を使用。しっかりと
したタンニンと濃厚で新鮮な果実の風
味、余韻も非常に長い。「レドマ」とは大
切なものをしまっておくガラスケース。

POSコード：5603477004948
5,800円（税抜）参考小売価格 :

赤 赤

原産地呼称：DOPドウロ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：トウリガ・フランカ、ティ
ンタ・ロリス、ティンタ・アマレラ、ティ
ント・カン他
入数：6

Charme 
シャルム 16

ドウロの地で造りあげられたブルゴー
ニュスタイルのワイン。標高の高い葡
萄畑の古木の葡萄を全房のままラガー
ルを使って優しく破砕して造られ、エレ
ガントの極みを感じさせるワイン。

POSコード：5603977002005
10,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPドウロ
アルコール分：13.0%
ぶどう品種：ティンタ・ロリス、トウリガ・
フランカ他
入数：6

白
Coche
コシュ 20

ニーポート白ワインのトップレンジ。フ
レンチオークの小樽で12か月熟成。
柑橘、ハーブ、ミネラル感に樽香が一
体化し、堅牢な骨格だが重くはないフ
レッシュな味わいに驚かされる。

POSコード：5603977007147
11,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPドウロ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ラビガト、コデガ、ヴィオジ
ーニョ、アリント他
入数：3
※当ヴィンテージより価格改定

白
Redoma Reserva White 
レドマ レゼルバ 
ホワイト19

フレンチオークの木樽で９カ月間熟
成。白い花とオークが美しく調和した
アロマ。フレッシュな酸味が樽熟成に
よる骨格と相まって、ワインにエレガン
トさと複雑さを与えている。

POSコード：5603977005372
6,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPドウロ
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：ラビガト、コデガ、ヴィオジ
ーニョ、アリント、その他
入数：6
※2022年7月価格改定

数量
限定

数量
限定

Maria Gomes White  
マリアゴメス ホワイト20

ルイス・パトの父親が35年前に葡萄
畑の砂地部分に植えたマリアゴメスで
造ったワイン。白い花の香り。爽やかな
口当たりと切れ味の良い後味で前菜
から魚介料理まで楽しませてくれる。

POSコード：5601743000125
1,600円（税抜）参考小売価格 :

白 白

原産地呼称：IGPベイラス
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：マリアゴメス、少量のセル
シアリーニョ（セルシアルとアルバリー
ニョの配合品種)
入数：12

Vinha Formal White 
ヴィーニャ・フォーマル 
ホワイト 18

魚介類と大変良く合う。ワインライター
達を驚かせたポルトガル産白ワインを
表現する格好の1本。フレンチオーク
の新樽で発酵し、澱とともにバトナー
ジュを行いながら８ヶ月熟成。

POSコード：5601743999009
3,800円（税抜）参考小売価格 :

白

原産地呼称： DOPバイラーダ
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：ビカル
入数：6

Vinhas Velhas White 
ヴィーニャス・ヴェーリャス 
ホワイト 16

ワイン名のヴィーニャス・ヴェーリャス
とはヴィエーユ・ヴィーニュ、すなわち
古木を意味する。果実味と酸味が上品
にバランスしたワイン。

POSコード：5601743001900
2,300円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：IGPベイラス
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ビカル50％、セルシアル
25％、セルシアリーニュ（セルシアル
とアルヴァリーニョの交配種）25％
入数：12

Baga & Touriga Nacional Red 
バガ & トゥリガ・ナショナル 
レッド16

主に砂地の比較的若い木から収穫さ
れた果実を使用。チェリーやカシスな
どのアロマとバガ特有のチョコレート
のキャラクターを感じさせる。

POSコード：5601743000118
2,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：IGPベイラス
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：バガ60％、トウリガ・ナ
ショナル40％
入数：12

Vinhas Velhas Red 
ヴィーニャス・ヴェーリャス 
レッド 18

ボトリング直後はネッビオーロのような
タンニンを感じさせるが、熟成に伴い
ピノ・ノワールのような味わいに変化し
ていく。ワイン名のヴィーニャス・ヴェ
ーリャスとは古木を意味する。

POSコード：5601743001801
3,800円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：IGPベイラス
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：バガ
入数：6

Rebel
レベル 19

バガ種をメインに果実味と骨格をトウ
リガ・ナショナル種が助け、僅か1％の
ビカル種がバガ種の持つ酸味を心地
良く表現する手助けをしている。
Rebel とは「悪ガキ」を意味する。

POSコード：5601743552945
2,800円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：IGPベイラス
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：バガ90％、トウリガ・ナ
ショナル9％、ビカル1％
入数：6

赤

赤 赤

Sparkling Maria Gomes
スパークリング 
マリアゴメス NV

マリアゴメスを瓶内二次発酵でスパー
クリングワインに仕上げた。最高のア
ペリティフ。前菜と共に楽しみたい。

POSコード：5601743200006
2,400円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：IGPベイラス
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：マリアゴメス90％、バガ
10％
入数：6

Luis Pato
ルイス・パト
ルイス・パトがワイナリーを引き継いだのは1983 年。化学会社で化学技術者として働いた経験と1988 年からロンド
ンのインターナショナル ワインチャレンジのテイスターとして世界のワインを知る機会を得たことで、地域の品種バガ
（黒葡萄）の可能性を見極め、従来のバイラーダ地方のワインとは異なったアプローチで全く新たなワインを生み出した。
化学薬品の多用を止め、多産なバガの収量を徹底的に抑え、樹上で果実を完熟させ、発酵前に完全に除梗し、過剰なタン
ニンを抑え、独自の650Lのフレンチオーク樽を開発し、革新的なバガ種のワインを造りだした。シングルヴィンヤード
を造り、アメリカ産台木を使わないペ・フランコ（足が無い＝アメリカ台木からの自由）を生み出した。

中辛口

白
Sparkling Baga Rosé
スパークリング 
バガ ロゼ NV

瓶内二次発酵で造られるロゼスパーク
リングワイン。ラズベリー、チェリーを
思わせる果実の風味が豊かで、若々し
い酸味を持ちながら、コクのある、バラ
ンスのよい味わい。

POSコード：5601743000064
2,400円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：IGPベイラス
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：バガ90％、マリアゴメス
10％
入数：6

赤 赤
Vinha Barrosa
ヴィーニャ・バローサ 17

バローサは樹齢80年のバガが栽培さ
れている葡萄畑の名前。古木のため、
深みがありしなやか。畑は松やユーカリ
の木に囲まれており、まろやかな味わい
の中にミンティな風味が感じられる。

POSコード：5601743990006
6,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：IGPベイラス
アルコール分：13.5%
ぶどう品種：バガ
入数：6

Quinta do Ribeirinho Pé Franco 
キンタ・ド・リベイリーニョ 
ペ・フランコ 15

アメリカ台木に接木しない自根で栽培
されるバガを使用。ブドウの房が小さく
果皮も厚く果汁が少ないことから、1
本の葡萄の木からグラス一杯しか取れ
ない。緻密で深みとコクのある味わい。

POSコード：5601743666666
24,200円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：IGPベイラス
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：バガ
入数：3

ロゼ

Luis PatoLuis Pato

Beiras ベイラス

発泡性 発泡性

スクリュー
キャップ

ボトルカラー・コルク栓変更

※2022年7月価格改定

価格
改定

価格
改定

※2022年7月価格改定

価格
改定

※2022年7月価格改定

価格
改定

価格
改定

中辛口中辛口

Jose Luis Moreira da Silva
Jose Luis Moreira da Silva

Joao Roquette
Joao Roquette
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7 8※容量表記のないものは全て750mlとなります。※生産量、輸入量とも少ない生産者です。ヴィンテージの変更や在庫切れでご迷惑をおかけする場合もございます。ご了承の程お願い申し上げます。ご発注の場合は在庫のお問い合わせをお願いします。

Nat' Cool White
ナット・クール 
ホワイト21

昔ながらのヴィーニョ・ヴェルデの造り。
澱と糖分を残し瓶詰めする為、瓶内で
再発酵し微発泡となる。澱により白濁の
場合もある。フレッシュで柑橘系の香り、
心地よい酸味、後味に塩味を感じる。

POSコード：5603977006027
2,700円（税抜）参考小売価格 :

白

原産地呼称： ヴィーニョ
アルコール分：11.0%
ぶどう品種：アザル、アリント、アヴェ
ッソ、トラジャドゥラ、ロウレイロ
入数：6

Nat' Cool Baga
ナット・クール 
バガ20

『ナット・クール』シリーズ最初のワイ
ン。バイラーダを代表するバガの持つ
本来の個性を追求。ビオ栽培、軽い抽
出等、新たな造りで驚くほど軽快で、
親しみやすくエレガントなワイン。

POSコード：5600824210019
2,900円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： DOPバイラーダ
アルコール分：12.5%
ぶどう品種：バガ
入数：6

赤
Batuta 
バトゥータ 14

樹齢70年と100年以上の2つの畑の
葡萄を使用。濃厚なベリー系の華やか
さとコーヒーなどの香り。きめ細かいタ
ンニン、力強い果実味と長い余韻。バト
ゥータはオーケストラの指揮棒のこと。

POSコード：5603977000315
11,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPドウロ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ティンタ・アマレラ、トウリ
ガフランカ、ティンタロリス他
入数：6

赤白
White Port 
ホワイトポート 

伝統的なスタイルのホワイトポート。明
るいゴールドの色調。ナッツを思わせ
る香りでやや甘口の味わい。冷やして
食前酒として、また、食後酒としても楽
しめる。

POSコード：5602840022003
2,600円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPポート
アルコール分：19.5％
ぶどう品種：コデガ､ラビガト､ヴィオシ
ニョ､アリント､ゴウベイオ他
入数：6

白
Dry White Port 
ドライ ホワイトポート 

辛口に仕上げるためなるべく酒精強化
を遅らせる。小樽で3年半の熟成。ナ
ッツやアーモンドを思わせるアロマと
凝縮感のある上品なあと口。よく冷や
して食前酒に。

POSコード：5602840023000
2,600円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPポート
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：コデガ､ラビガト､ヴィオシ
ニョ､アリント､ゴウベイオ他
入数：6

Ruby Port
ルビーポート 

新鮮なチェリーや赤いフルーツを思わ
せる果実香。豊かな酸味と甘さが絶妙
にバランスし、長い余韻を楽しむことが
できる。食後にフルーツやチーズのほか、
ビターチョコレートと抜群の相性。

POSコード： 5602840011007
2,800円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPポート
アルコール分：19.5％
ぶどう品種：トウリガ・ナショナル､トウ
リガ・フランカ､ティント・カン､ティンタ・
フランシスカ､ティンタ・アマレラ他
入数：6

赤
Tawny Port 10 Years Old 
トウニーポート 10年

平均樹齢60年以上。オレンジやレモ
ンの皮、タフィーやカラメル、蜂蜜など
様々な香りの要素を持つ。驚くほど長
い余韻。チョコレート系スイーツと。高
い評価を受け続けるポートワイン。

POSコード： 5602840030008
6,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPポート
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：トウリガ・ナショナル､トウ
リガ・フランカ､ティント・カン､ティンタ・
フランシスカ､ティンタ・アマレラ他
入数：6

赤
Tawny Port 20 Years Old
トウニーポート 20年

平均樹齢60年以上。小さな旧樽での
長期熟成により、香り・味わいに驚くほ
どの凝縮感が生まれる。アプリコットの
ドライフルーツの香りで、とても長い余
韻を楽しめる。熟成したチーズと。

POSコード： 5602840031005
11,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPポート
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：トウリガ・ナショナル､トウ
リガ・フランカ､ティント・カン､ティンタ・
フランシスカ､ティンタ・アマレラ他
入数：6

赤

赤
Ｖｏｙｅｕｒ
ヴォワユール18

ドウロ渓谷に点在する数多くの畑の古
木の葡萄を集めて赤・白それぞれ３基
のアンフォラ（1000ℓ）に分けて発酵・
熟成し、出来上がった赤白のワインを
ブレンドして造られる挑戦的なワイン。

POSコード：5603977003583
3,300円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： ヴィーニョ
アルコール分：12.5%
ぶどう品種：ドウロ地方の赤・白混合
のブドウ品種
入数：6

赤

Late Bottled Vintage Port
レイト ボトルド 
ヴィンテージポート17

樹齢70年以上。ダークチェリーなど濃
厚な果実香とチョコレートの香り。豊か
な果実味と力強い酸をもち、実にバラ
ンスの良い味わい。熟成タイプのチー
ズやビターチョコレートと。

POSコード： 5602840036086
3,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPポート
アルコール分：19.5%
ぶどう品種：トウリガ・ナショナル、トウ
リガ・フランカ、ティント・カン、ティンタ・
フランシスカ、ティンタ・アマレラ他
入数：6

ポート ポート

ポート ポート

ポート ポート

1000ml 1000ml

微発泡

ボトルカラー変更

8月下旬入荷予定

王冠栓

中辛口

Murganheira
ムルガニェイラ
ムルガニェイラはポルトガルを代表するプレミアム・スパークリングワインメーカー。現地のハイクラスレストランの
ワインリストでムルガニェイラを見ないことは稀。ムルガニェイラの創業は1964年、ポルトガルのスパークリングワイ
ン造りの第一人者のオーランド・ローレンソ（写真：左側）が社長、経営を主に担当するペドロ・ディアス・ダ・コスタ（写
真右側）が副社長として共同経営を行っている。早くからシャンパーニュで研鑽を積んだオーランドはムルガニェイラで
のスパークリングワイン造りを行う一方、ポルトガル各地の生産者にスパークリングワイン製造法を教授して現在ポル
トガルスパークリングワインの礎を築いた人物でもある。

Orlando Lourenco

Pedro Dias da CostaOrlando Lourenco

Pedro Dias da Costa

Quinta dos Murças  
キンタ・ドス・ムルサス（ドウロ） 
アレンテージョワインのリーダー的な存在と知られるエスポランが2008年より所有するドウロのワイナリー。2021年
にはキンタ・ドス・ムルサスの自社畑全てにオーガニック認証を受けている。その環境や生物多様性に配慮する取り組み
が評価され、IVDP（ドウロ＆ポートワイン協会）から2020 年ヴィンテージIVDP 環境とサスティナビリティに関する賞
を授与されている。

Tavora Varosa　タヴォーラ・ヴァローザ

赤白
Assobio Red 
アソビーオ レッド17

谷間を渡る風の音が口笛（アソビーオ）
の様だ、から来た名称。フレッシュで強
いベリー系のアロマがオーク樽からの
スパイシーさと絡み合う。果実味と熟
したタンニン、見事な酸味とバランス。

POSコード：5603522994533
2,200円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： DOPドウロ
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：トウリガ・ナショナル、ティ
ンタ・ロリス、トウリガ・フランカ他
入数：6

Assobio White 
アソビーオ ホワイト19

エスポランが所有するドウロのワイナ
リー。柑橘系の香り高く、トロピカルフ
ルーツも感じさせる。とてもフレッシュ
でエレガントな味わいは果実味と酸味
の良きバランスを感じさせる。

POSコード：5603522986439
2,200円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： DOPドウロ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ヴィオジーニョ、ラビガト、ヴ
ェルデーリョ、ゴウベイオ、アリント、コデ
ガ・ド・ラリーニョ
入数：6

Quinta Dos Murças Reserva
キンタ・ドス・ムルサス 
レゼルバ15 

エスポランが所有するドウロの伝統あ
るキンタ・ドス・ムルサス。カシスを思
わすフルーツ香。熟した果実味とフレ
ッシュさが良いバランスを保ち、濃厚
であるが味わいの基調はエレガント。

POSコード： 5603522994540
5,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： DOPドウロ
アルコール分：14.5％
ぶどう品種：ティンタ・ロリス、ティンタ・
アマレラ、ティンタ・バロッカ、トウリガ・
ナショナル、トウリガ・フランカ、ソウサン
入数：3

赤
Quinta dos Murças Minas
キンタ・ドス・ムルサス 
ミナス17

熟した赤系果実や花が濃縮した香り。
堅牢でありながら活々し、熟したタンニ
ンが酸と調和。フレッシュさと果実味が
バランスした余韻。フレンチオーク樽
で９か月熟成。ミナスは水脈の意。

POSコード： 5603522976874
2,800円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： DOP：ドウロ
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：トウリガ・フランカ、トウリガ・
ナショナル、ティンタ・ロリス、ティント・カ
ン、ティンタ・フランシスカ
入数：6

赤

Douroドウロ

白
Velha Reserva Bruto
ヴェーリャ 
レゼルバ ブリュット13

シャンパーニュに勝るとも劣らない複雑
な味わい。リンゴやプラムのフルーツ香、
キャラメルやトーストの香り。地元2品種
をシャルドネが見事にまとめている。瓶
内熟成期間８年。ドサージュ7ｇ/L。

POSコード：5602068000012
4,200円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPタヴォーラ・ヴァローザ
アルコール分：13.0%
ぶどう品種：マルヴァジア・フィナ、シ
ャルドネ、トウリガ・ナショナル
入数：6

白 白
Reserva Bruto
レゼルバ ブリュット15

ムルガニェイラを代表する辛口仕立て
のワイン。酸味と果実味との絶妙なバ
ランス、フレッシュで軽やかな味わいを
特徴とする。瓶内熟成期間3～ 5年。
ドサージュ3～4ｇ/L。

POSコード：5602068000272
3,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPタヴォーラ・ヴァローザ
アルコール分：12.5%
ぶどう品種：マルヴァジア・フィナ、セ
ルシアル、ゴウヴェイオ・リアル
入数：6

Touriga Nacional Bruto
トゥリガ・ナショナル 
ブリュット11

トウリガ・ナショナル種100％で造っ
たブラン・ド・ノワール。濃縮感のある
果実味、心地よい酸味や骨格の堅牢さ
を見事に表現。瓶内熟成期間4年半。
ドサージュ7ｇ/L。

POSコード：5602068001057
5,200円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPタヴォーラ・ヴァローザ
アルコール分：14.5％
ぶどう品種：トウリガ・ナショナル
入数：6

発泡性 発泡性 発泡性

Redoma Red 
レドマ レッド 18

樹齢60～ 120年の約30品種が混植
されている畑の葡萄を使用。しっかりと
したタンニンと濃厚で新鮮な果実の風
味、余韻も非常に長い。「レドマ」とは大
切なものをしまっておくガラスケース。

POSコード：5603477004948
5,800円（税抜）参考小売価格 :

赤 赤

原産地呼称：DOPドウロ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：トウリガ・フランカ、ティ
ンタ・ロリス、ティンタ・アマレラ、ティ
ント・カン他
入数：6

Charme 
シャルム 16

ドウロの地で造りあげられたブルゴー
ニュスタイルのワイン。標高の高い葡
萄畑の古木の葡萄を全房のままラガー
ルを使って優しく破砕して造られ、エレ
ガントの極みを感じさせるワイン。

POSコード：5603977002005
10,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPドウロ
アルコール分：13.0%
ぶどう品種：ティンタ・ロリス、トウリガ・
フランカ他
入数：6

白
Coche
コシュ 20

ニーポート白ワインのトップレンジ。フ
レンチオークの小樽で12か月熟成。
柑橘、ハーブ、ミネラル感に樽香が一
体化し、堅牢な骨格だが重くはないフ
レッシュな味わいに驚かされる。

POSコード：5603977007147
11,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPドウロ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ラビガト、コデガ、ヴィオジ
ーニョ、アリント他
入数：3
※当ヴィンテージより価格改定

白
Redoma Reserva White 
レドマ レゼルバ 
ホワイト19

フレンチオークの木樽で９カ月間熟
成。白い花とオークが美しく調和した
アロマ。フレッシュな酸味が樽熟成に
よる骨格と相まって、ワインにエレガン
トさと複雑さを与えている。

POSコード：5603977005372
6,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPドウロ
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：ラビガト、コデガ、ヴィオジ
ーニョ、アリント、その他
入数：6
※2022年7月価格改定

数量
限定

数量
限定

Maria Gomes White  
マリアゴメス ホワイト20

ルイス・パトの父親が35年前に葡萄
畑の砂地部分に植えたマリアゴメスで
造ったワイン。白い花の香り。爽やかな
口当たりと切れ味の良い後味で前菜
から魚介料理まで楽しませてくれる。

POSコード：5601743000125
1,600円（税抜）参考小売価格 :

白 白

原産地呼称：IGPベイラス
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：マリアゴメス、少量のセル
シアリーニョ（セルシアルとアルバリー
ニョの配合品種)
入数：12

Vinha Formal White 
ヴィーニャ・フォーマル 
ホワイト 18

魚介類と大変良く合う。ワインライター
達を驚かせたポルトガル産白ワインを
表現する格好の1本。フレンチオーク
の新樽で発酵し、澱とともにバトナー
ジュを行いながら８ヶ月熟成。

POSコード：5601743999009
3,800円（税抜）参考小売価格 :

白

原産地呼称： DOPバイラーダ
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：ビカル
入数：6

Vinhas Velhas White 
ヴィーニャス・ヴェーリャス 
ホワイト 16

ワイン名のヴィーニャス・ヴェーリャス
とはヴィエーユ・ヴィーニュ、すなわち
古木を意味する。果実味と酸味が上品
にバランスしたワイン。

POSコード：5601743001900
2,300円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：IGPベイラス
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ビカル50％、セルシアル
25％、セルシアリーニュ（セルシアル
とアルヴァリーニョの交配種）25％
入数：12

Baga & Touriga Nacional Red 
バガ & トゥリガ・ナショナル 
レッド16

主に砂地の比較的若い木から収穫さ
れた果実を使用。チェリーやカシスな
どのアロマとバガ特有のチョコレート
のキャラクターを感じさせる。

POSコード：5601743000118
2,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：IGPベイラス
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：バガ60％、トウリガ・ナ
ショナル40％
入数：12

Vinhas Velhas Red 
ヴィーニャス・ヴェーリャス 
レッド 18

ボトリング直後はネッビオーロのような
タンニンを感じさせるが、熟成に伴い
ピノ・ノワールのような味わいに変化し
ていく。ワイン名のヴィーニャス・ヴェ
ーリャスとは古木を意味する。

POSコード：5601743001801
3,800円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：IGPベイラス
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：バガ
入数：6

Rebel
レベル 19

バガ種をメインに果実味と骨格をトウ
リガ・ナショナル種が助け、僅か1％の
ビカル種がバガ種の持つ酸味を心地
良く表現する手助けをしている。
Rebel とは「悪ガキ」を意味する。

POSコード：5601743552945
2,800円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：IGPベイラス
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：バガ90％、トウリガ・ナ
ショナル9％、ビカル1％
入数：6

赤

赤 赤

Sparkling Maria Gomes
スパークリング 
マリアゴメス NV

マリアゴメスを瓶内二次発酵でスパー
クリングワインに仕上げた。最高のア
ペリティフ。前菜と共に楽しみたい。

POSコード：5601743200006
2,400円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：IGPベイラス
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：マリアゴメス90％、バガ
10％
入数：6

Luis Pato
ルイス・パト
ルイス・パトがワイナリーを引き継いだのは1983 年。化学会社で化学技術者として働いた経験と1988 年からロンド
ンのインターナショナル ワインチャレンジのテイスターとして世界のワインを知る機会を得たことで、地域の品種バガ
（黒葡萄）の可能性を見極め、従来のバイラーダ地方のワインとは異なったアプローチで全く新たなワインを生み出した。
化学薬品の多用を止め、多産なバガの収量を徹底的に抑え、樹上で果実を完熟させ、発酵前に完全に除梗し、過剰なタン
ニンを抑え、独自の650Lのフレンチオーク樽を開発し、革新的なバガ種のワインを造りだした。シングルヴィンヤード
を造り、アメリカ産台木を使わないペ・フランコ（足が無い＝アメリカ台木からの自由）を生み出した。

中辛口

白
Sparkling Baga Rosé
スパークリング 
バガ ロゼ NV

瓶内二次発酵で造られるロゼスパーク
リングワイン。ラズベリー、チェリーを
思わせる果実の風味が豊かで、若々し
い酸味を持ちながら、コクのある、バラ
ンスのよい味わい。

POSコード：5601743000064
2,400円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：IGPベイラス
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：バガ90％、マリアゴメス
10％
入数：6

赤 赤
Vinha Barrosa
ヴィーニャ・バローサ 17

バローサは樹齢80年のバガが栽培さ
れている葡萄畑の名前。古木のため、
深みがありしなやか。畑は松やユーカリ
の木に囲まれており、まろやかな味わい
の中にミンティな風味が感じられる。

POSコード：5601743990006
6,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：IGPベイラス
アルコール分：13.5%
ぶどう品種：バガ
入数：6

Quinta do Ribeirinho Pé Franco 
キンタ・ド・リベイリーニョ 
ペ・フランコ 15

アメリカ台木に接木しない自根で栽培
されるバガを使用。ブドウの房が小さく
果皮も厚く果汁が少ないことから、1
本の葡萄の木からグラス一杯しか取れ
ない。緻密で深みとコクのある味わい。

POSコード：5601743666666
24,200円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：IGPベイラス
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：バガ
入数：3

ロゼ

Luis PatoLuis Pato

Beiras ベイラス

発泡性 発泡性

スクリュー
キャップ

ボトルカラー・コルク栓変更

※2022年7月価格改定

価格
改定

価格
改定

※2022年7月価格改定

価格
改定

※2022年7月価格改定

価格
改定

価格
改定

中辛口中辛口

Jose Luis Moreira da Silva
Jose Luis Moreira da Silva

Joao Roquette
Joao Roquette
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João Pato Sparkling Wine
ジョアン・パト スパークリングワイン
（濁りスパークリングワイン）NV

澱引きせずに味わいをそのまま表現し
た濁りスパークリングワイン。実にナチ
ュラルで心地よい味わい。新鮮なフル
ーツを思わせる。アフターには果実の
甘みを感じさせる。

POSコード：5601743000224
2,200円（税抜）参考小売価格 :

アルコール分：12.5％
ぶどう品種：マリアゴメス（フェルナン・
ピレス）
入数：12

白
João Pato Maria Duck Pet Nat
ジョアン・パト マリア ダック 
ペットナット（オレンジワイン）NV

澱引きせずにブドウの味わいをそのま
ま表現した濁りのロゼのペットナット。 
マリア・ゴメスのフレッシュな果実味に
バガの花のような香と味わいを引き締
める僅かなタンニンが心地よい。

POSコード：5601743000217
2,500円（税抜）参考小売価格 :

アルコール分：10.5％
ぶどう品種：マリアゴメス（フェルナン・
ピレス）、バガ
入数：12
※澱の状態によりワインの色が画像と
　異なる場合があります。

ロゼ
João Pato Rosa Duck Pet Nat
ジョアン・パト ローザダック 
ペットナット NV

白ブドウの果皮を浸漬させるためオレンジ色
を帯びた色合いに仕上がったペットナット。ブ
ドウの味わいをそのまま表現する濁りワイン。
柑橘やりんごの香り、辛口でゆずやみかんの
皮のような苦味がアフターに心地よく残る。

POSコード：5601743000323
3,000円（税抜）参考小売価格 :

アルコール分：10.5％
ぶどう品種：マリアゴメス（フェルナン・
ピレス）
入数：12
※澱の状態によりワインの色が画像と
　異なる場合があります。

白
João Pato Ducking Pet Nat
ジョアン・パト ダッキング 
ペットナット NV

瓶内でアルコール発酵、澱引き無しの
ペットナット製法。そのため濁りワイン
に仕上がっている。柑橘のアロマと、セ
ルシアリーニョの豊かな酸が口内をリ
フレッシュしてくれる。

POSコード：5601743000392
3,000円（税抜）参考小売価格 :

アルコール分：12.0％
ぶどう品種：セルシアリーニョ
入数：12
※澱の状態によりワインの色が画像と
　異なる場合があります。

白

赤
João Pato Baga Duck
ジョアン・パト バガ ダック

タンニンの強さを特徴としたバガ種ワ
インはすでに過去のもの、新世代は実
にスムーズで飲み心地の良い味わい、
そして果実味と酸味が絡み合うアフタ
ーテイストは秀逸。

POSコード：5601743000316
3,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：ヴィーニョ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：バガ85％、トウリガナショ
ナル15％
入数：12

中辛口

Joao Pato 

João Pato　
ジョアン・パト

新商品

発泡性

王冠栓

新商品

発泡性

王冠栓

新商品

発泡性

王冠栓

新商品

発泡性

王冠栓

新商品

ラペル・POSコード変更

ルイスの娘、マリア・パトは父親から偉大なワイナリー  ルイス・パトを引き継ぐべく、現在父ルイスとともワイン造りを
行っている。彼女は偉大な父ルイスをリスペクトするとともに、祖父ジョアンが現在のルイス・パトの原点になっているこ
とに着目し、ジョアン・パトへのオマージュを込めてルイス・パトの新たなレンジ、よりナチュラルなワインレンジに祖父
の名、ジョアン・パトを冠したワインを発表した。ジョアン・パトのワインはバイラーダ地方の固有品種とその海から影響
を受ける特異なテロワールを表現しており、ワイン造りにおいて人的な介入は最小限に抑えられる。バイラーダのワイン
造りの基準に縛られずに、固有品種こそがバイラーダワインになりえるとの考えから、ラベルには地域の表示は無し。

ロゼ
Quinta das Maias Maias Rosé
キンタ・ダス・マイアス 
マイアス ロゼ19

サーモンピンク、チェリーやカシスの濃
厚なアロマ。フレッシュでオーガニック
らしい透明感のある味わい。酸味と果
実味のバランスがよく、食事と合わせ
やすい辛口ロゼ。

POSコード：5603792001757
1,650円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPダン
アルコール分：12.5%
ぶどう品種：ジャエン50％、ティンタ・
ロリス50％
入数：12

Red Reserva
レッド レゼルバ17

フレンチとポルトガルオークの１年使
用樽で６ヶ月～１年間熟成。ポルトガル
を代表する黒葡萄5種類を混植混醸
することで伝統的なダンワインスタイ
ルを洗練されたワインに高めた一品。

POSコード：5603792001276
3,800円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPダン
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：トウリガ・ナショナル55％、アルフ
ロシェイロ・プレト20％、ジャエン15％、ティンタ・
ロリス5％、ティント・カン5％
入数：12

赤 白
Quinta das Maias Maias White
キンタ・ダス・マイアス　
マイアス ホワイト20

標高の高い涼しい畑でオーガニック栽
培された葡萄から造られる。柑橘系や
花を思わす香り、フレッシュで心地よい
味わい。新鮮な葡萄を噛んだような心
地よさが魅力。

POSコード：5603792001603
1,650円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPダン
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：マルヴァジア・フィナ、ヴェ
ルデーリョ、エンクルザード、セルシアル
入数：12

Quinta das Maias Maias Red 
キンタ・ダス・マイアス　
マイアス レッド19

標高の高さは主要品種のジャエン種に
心地よい芳しさと果実味を与える。酸
味とタンニン、果実味の一体感と長い
余韻を楽しむことができる。オーガニッ
クらしいピュアさを持つワイン。

POSコード：5603792001504
1,650円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPダン
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：ジャエン、トウリガ・ナショ
ナル、アルフロシェイロ、ティンタ・ロリス
入数：12

赤

ロゼ
Quinta do Correio Dão White 
キンタ・ド・コーレイヨ 
ダン ホワイト20

レモンやライムの柑橘系の香りや花の
香り。切れ味の良い酸味と果実味の豊
かな辛口白ワイン。食事と合わせて美
味しい最高のデイリーワイン。

POSコード：5603792001252
1,250円（税抜）参考小売価格 :

白

白

白

原産地呼称：DOPダン
アルコール分：13.5%
ぶどう品種：マルヴァジア・フィナ45
％、セルシアル25％、ビカル20％、エ
ンクルザード10％
入数：12

Quinta do Correio Dão Rosé
キンタ・ド・コーレイヨ 
ダン ロゼ19

淡いピンク、苺やカシスの香り、瑞々し
くバランスのとれた味わい。アペリティ
フ、シーフードや白身の肉料理に合う
辛口ロゼ。コーレイヨは赤白ロゼとも
途轍もないコスパを誇るワイン。

POSコード：5603792001740
1,250円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPダン
アルコール分：13.0%
ぶどう品種：アルフロシェイロ50％、
ジャエン50％
入数：12

Dão White
ダン ホワイト18

ライムなどのシトラス系の香りやハー
ブの香り。切れ味の良い酸味が特徴的
であるが、僅かに蜜入りのリンゴを思
わせる果実の熟した甘さを感じさせ
る。

POSコード：5603792001146
1,600円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPダン
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：エンクルザード45％、マル
ヴァジア・フィナ20％、ヴェルデーリョ
15％、ビカル10％、セルシアル10％
入数：12

Dão Red 
ダン レッド17

ダークチェリーやカシスに代表される
果実香と樽から来るバニラ香が重なり
合う。コストパフォーマンス抜群のワイ
ン。

POSコード：5603792001399
2,200円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPダン
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：トウリガ・ナショナル50％、ジャエン20
％、アルフロシェイロ・プレト15％、ティンタ・ロリス15％
入数：12
※2022年7月価格改定

Encruzado
エンクルザード19

ダン地方で初めて単一品種をフレンチ
オーク樽で熟成させた歴史的なワイン。
英国のワイン評論家ジャンシス・ロビン
ソンによる過去10年間で最も印象に残
ったワイン10本にランクインした。

POSコード：5603792001122
2,700円（税抜）参考小売価格 :

赤 赤赤

原産地呼称：DOPダン
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：エンクルザード
入数：12

Tinta Roriz
ティンタ・ロリス17

フレンチオークの新樽で11ヶ月熟成。
カシスに代表される黒い果実の香りと
新樽からのバニラ香が重なりあう。滑ら
かな味わいとエレガントさを特徴とする
スペインのテンプラニーリョと同じ品種。

POSコード：5603792001368
3,800円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPダン
アルコール分：13.5%
ぶどう品種：ティンタ・ロリス
入数：12

Touriga Nacional 
トウリガ・ナショナル18

フレンチオークの新樽で１７ヶ月樽熟成。
松の葉のハーバルな香り、充実した果実
味。ポルトガルで単一品種ワイン生産の
きっかけとなったワイン。

POSコード：5603792001283
4,200円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPダン
アルコール分： 14.0%
ぶどう品種：トウリガ・ナショナル
入数：12

Quinta do Correio Dão Red 
キンタ・ド・コーレイヨ 
ダン レッド18

バラの花やカシスなどの香り、フレッシ
ュでしっかりとした果実味とエレガント
な酸味で食事に合わせやすい赤ワイ
ン。

POSコード：5603792000132
1,250円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPダン
アルコール分：13.0%
ぶどう品種：ジャエン60％、トウリガ・
ナショナル20％、アルフロシェイロ・
プレト15％、ティンタ・ロリス5％
入数：12

赤

Dão ダンQuinta dos Roques
キンタ・ドス・ロケス
キンタ・ドス・ロケスはポルトガルワインの銘醸地ダン地方の中心部ネラスの北東に位置する40haの葡萄園を所有する
ワイナリー。1999年からはポルトガルの最高峰セラ・ダ・エストレラ山の麓にある歴史的なキンタ・ダス・マイアスを
傘下に収める。先代のマヌエル・オリビエラと娘婿のルイス・ローレンソ（写真右）でワイン造りを大きく革新。多品種の
葡萄を伝統的に使用するダン地方で初めて単一品種のワインを造り出し、ワイン市場に衝撃を与え、ワイン＆スピリッツ
誌2000年版でトウリガナショナル1996年がポルトガル最高得点を受賞したのをはじめ、数々の賞を受賞。今やダンワ
インだけではなくポルトガルのプレミアムワインを代表する造り手である。

中辛口

Luisa LourencoLuis LourencoLuisa LourencoLuis Lourenco

価格
改定

※2022年7月価格改定

価格
改定

※2022年7月価格改定

価格
改定

白
Quinta das Maias Gouveio 
キンタ・ダス・マイアス 
ゴウベイオ19

Quinta das Maias Jaen
キンタ・ダス・マイアス 
ジャエン17

赤
Sparkling Rosé 10
スパークリング ロゼ10ロゼ発泡性

16℃～ 18℃に保たれたステンレスタ
ンクで選定酵母を使用して発酵し熟
成。ミネラル感を強く感じる。果実味豊
かでフレッシュな味わいの白ワイン。

POSコード： 5603792001313
2,800円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPダン
アルコール分13.5％
ぶどう品種：ゴウベイオ
入数：12
※2022年7月価格改定

フレンチオーク樽で9ヵ月間熟成。心地よ
い酸味と充実したタンニンの中に濃縮した
果実の甘み。スペインのメンシア種と同品
種でサンチャゴ・デ・コンポステラ教会に巡
礼した農夫が持ち帰った伝説がある。

POSコード：5603792001238
4,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPダン
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：ジャエン
入数：12

美しいロゼカラー。チェリーや苺の香り
が心地良い。ドライで切れ味の良いス
パークリングワイン。ダン地方で最初
のスパークリングワイン。

POSコード：5603792000309
3,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPダン
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：アルフロシェイロ・プレト
65％、トウリガ・ナショナル35％
入数：6

Pé Branco
ペ  ブランコ20

毎年品質レベルを保ち続けるために自
社畑と契約畑の幅広い選択肢を持ちブ
レンドを行う強みを持っている。レモンの
ような心地よい柑橘系の香り、軽く果実
味と酸味が上手く調和した味わい。

POSコード：5601989993182
1,200円（税抜）参考小売価格 :

白

白

白

原産地呼称：ヴィーニョ
アルコール分：13.0%
ぶどう品種：アンタン・ヴァズ、ペルム、
アリント
入数：12

Pé Tinto 
ペ  ティント20

濃い赤のベリー系やブルーベリーの香
り、エレガントな口当たり、心地よい舌
触り、熟したタンニンが味わいをまとめ
ている。価格に似合わない程の充実感
はエスポランの質を物語る。

POSコード：5601989993199
1,200円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：ヴィーニョ
アルコール分：13.0%
ぶどう品種：主にモレト、カステラオン、
トリンカデイラ
入数：12

Monte Velho White
モンテ・ヴェーリョ 
ホワイト20

ポルトガルのレストランでこのクラスの
トップブランド。華やかな柑橘と白桃の
フレッシュなアロマ。しっかりとした果実
味、バランスのとれた味わい。

POSコード：5601989001566
1,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：IGPアレンテジャーノ
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：アンタン・ヴァズ、ロウペイ
ロ、ペルム
入数：12

白
Esporão Verdelho White
エスポラン 
ヴェルデーリョ ホワイト17

南国フルーツ、マンダリン、ライムなど、
典型的なヴェルデーリョの品種を感じさ
せるアロマ。ミネラル感のあるフレッシュ
でエレガント、濃厚な味わい、長い余韻と
きれいな酸の後味。

POSコード：5601989979520
2,100円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：IGPアレンテジャーノ
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：ヴェルデーリョ
入数：12

白
Esporão Colheita　Ｗｈｉｔｅ
エスポラン　
コリェイタ ホワイト19

自社畑の有機栽培で育てられた葡萄の
みを使用。発酵には一部チューリップ型
のコンクリートタンクが用いられる。クリ
ーミーな質感で、フレッシュながらふくよ
かで、余韻も長い。

POSコード：5601989974457
2,100円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：IGPアレンテジャーノ
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：アンタン・ヴァズ、ヴィオジ
ーニョ、アルヴァリーニョ他
入数：6

Esporão Colheita Red
エスポラン 
コリェイタ レッド19

自社畑の有機栽培で育った葡萄のみを
使用。ブラックプラムとフレッシュなすぐ
り、白コショウ、野菜の香りが合わさった
アロマ。ミネラルと土のニュアンスをま
とった熟した果実の味わい。

POSコード：5601989976758
2,100円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：IGPアレンテジャーノ
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：アラゴネス、
カベルネ・ソーヴィニヨン、
トウリガ・ナショナル
入数：6

Esporão Reserva White
エスポラン　
レゼルバ  ホワイト19

自社畑の葡萄から造られる。アメリカン
＆フレンチオークの新樽で6ヶ月熟成。
リッチでアロマティックな黄桃の香りに
樽からくるトースト香。クリーミーな口
当たり、芳醇なフルーツの味わい。

POSコード：5601989981851
3,000円（税抜）参考小売価格 :

赤

赤

原産地呼称： DOPアレンテージョ
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：アンタン・ヴァス、アリント、
ロウペイロ他
入数：6

スクリュー
キャップ

スクリュー
キャップ

Monte Velho Red
モンテ・ヴェーリョ 
レッド 20

求めやすい価格で高品質なエスポラン
の傑作ワイン。ベリー系果実の香り、ス
パイシーな香りが引き締める。フレッシ
ュで心地よい味わい、骨格があり飲みや
すいだけでは終わらない深みがある。

POSコード：5601989001412
1,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：IGPアレンテジャーノ
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：アラゴネス、トリンカデイ
ラ、トウリガ・ナショナル、シラー
入数：12

赤

POSコード変更

Esporão
エスポラン
1267年から続く伝統ある荘園エスポランは1973年ロケット家を含む数家族が購入し、1982年以降はロケット家が単
独で所有。現当主は　ジョアン・ロケット。1987年には当時最新の技術を集めたワインセラーが完成し、2000年以降は
アレンテージョ地方のワイン生産者のリーダー的な存在として知られる。2008年、ドウロのキンタ・ドス・ムルサスを
所有し、ドウロ＆ポートワインの生産を開始。2012年よりオーガニック栽培に転換。2019年、自社畑の全てにオーガニ
ック認証を受け、ヨーロッパで最大級のオーガニックワイン生産者となる。2020年より3年連続で、ドリンクス・インタ
ーナショナルが選ぶ世界の50生産者にランクイン、今やエスポランは世界ブランドとなっている。

Alentejo & Vinho Verde アレンテージョ & ヴィーニョ・ヴェルデ

原産地呼称：ヴィーニョ
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：アリント、フェルナン・ピ
エス
入数：12

原産地呼称：ヴィーニョ
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：アラゴネス、カステラン、
トリンカデイラ、トウリガ・フランク他
入数：12

Estria White 
エストリア ホワイト

柑橘系やメロンのアロマ、柔らかな口
当たり。心地よい酸味が果実味と見事
にバランスしたフレッシュな味わいを
特徴とするワイン。

POSコード：5600390412862
800円（税抜）参考小売価格 :

白
Estria Red
エストリア レッド

美しいルビーを思わせる色合い、フランボ
ワーズやカシス等様々な赤いフルーツの
香りがバニラの香りと絡み合う。エレガン
トで優しい味わいのワインだが特徴のある
果実味は土地の味わいを表現している。

POSコード：5600390412879
800円（税抜）参考小売価格 :

赤Parras 
パッラス
エストリアはポルトガル各地にワ
イナリーを有するパッラス社の本
拠キンタ・ド・グラディルで、比較
的若い木の葡萄を中心に造られた
フレッシュなワイン。

Antonio Vent
ura

Lisboa リスボン

価格
改定

中辛口中辛口

Sandra Alves
Sandra AlvesJoao Roquette

Joao Roquette



PortugalPortugal PortugalPortugal

9 10※容量表記のないものは全て750mlとなります。※生産量、輸入量とも少ない生産者です。ヴィンテージの変更や在庫切れでご迷惑をおかけする場合もございます。ご了承の程お願い申し上げます。ご発注の場合は在庫のお問い合わせをお願いします。

※生産量、輸入量とも少ない生産者です。在庫切れでご迷惑をおかけする場合もございます。ご了承の程お願い申し上げます。ご発注の場合は在庫のお問い合わせをお願いします。

João Pato Sparkling Wine
ジョアン・パト スパークリングワイン
（濁りスパークリングワイン）NV

澱引きせずに味わいをそのまま表現し
た濁りスパークリングワイン。実にナチ
ュラルで心地よい味わい。新鮮なフル
ーツを思わせる。アフターには果実の
甘みを感じさせる。

POSコード：5601743000224
2,200円（税抜）参考小売価格 :

アルコール分：12.5％
ぶどう品種：マリアゴメス（フェルナン・
ピレス）
入数：12

白
João Pato Maria Duck Pet Nat
ジョアン・パト マリア ダック 
ペットナット（オレンジワイン）NV

澱引きせずにブドウの味わいをそのま
ま表現した濁りのロゼのペットナット。 
マリア・ゴメスのフレッシュな果実味に
バガの花のような香と味わいを引き締
める僅かなタンニンが心地よい。

POSコード：5601743000217
2,500円（税抜）参考小売価格 :

アルコール分：10.5％
ぶどう品種：マリアゴメス（フェルナン・
ピレス）、バガ
入数：12
※澱の状態によりワインの色が画像と
　異なる場合があります。

ロゼ
João Pato Rosa Duck Pet Nat
ジョアン・パト ローザダック 
ペットナット NV

白ブドウの果皮を浸漬させるためオレンジ色
を帯びた色合いに仕上がったペットナット。ブ
ドウの味わいをそのまま表現する濁りワイン。
柑橘やりんごの香り、辛口でゆずやみかんの
皮のような苦味がアフターに心地よく残る。

POSコード：5601743000323
3,000円（税抜）参考小売価格 :

アルコール分：10.5％
ぶどう品種：マリアゴメス（フェルナン・
ピレス）
入数：12
※澱の状態によりワインの色が画像と
　異なる場合があります。

白
João Pato Ducking Pet Nat
ジョアン・パト ダッキング 
ペットナット NV

瓶内でアルコール発酵、澱引き無しの
ペットナット製法。そのため濁りワイン
に仕上がっている。柑橘のアロマと、セ
ルシアリーニョの豊かな酸が口内をリ
フレッシュしてくれる。

POSコード：5601743000392
3,000円（税抜）参考小売価格 :

アルコール分：12.0％
ぶどう品種：セルシアリーニョ
入数：12
※澱の状態によりワインの色が画像と
　異なる場合があります。

白

赤
João Pato Baga Duck
ジョアン・パト バガ ダック

タンニンの強さを特徴としたバガ種ワ
インはすでに過去のもの、新世代は実
にスムーズで飲み心地の良い味わい、
そして果実味と酸味が絡み合うアフタ
ーテイストは秀逸。

POSコード：5601743000316
3,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：ヴィーニョ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：バガ85％、トウリガナショ
ナル15％
入数：12

中辛口

Joao Pato 

João Pato　
ジョアン・パト

新商品

発泡性

王冠栓

新商品

発泡性

王冠栓

新商品

発泡性

王冠栓

新商品

発泡性

王冠栓

新商品

ラペル・POSコード変更

ルイスの娘、マリア・パトは父親から偉大なワイナリー  ルイス・パトを引き継ぐべく、現在父ルイスとともワイン造りを
行っている。彼女は偉大な父ルイスをリスペクトするとともに、祖父ジョアンが現在のルイス・パトの原点になっているこ
とに着目し、ジョアン・パトへのオマージュを込めてルイス・パトの新たなレンジ、よりナチュラルなワインレンジに祖父
の名、ジョアン・パトを冠したワインを発表した。ジョアン・パトのワインはバイラーダ地方の固有品種とその海から影響
を受ける特異なテロワールを表現しており、ワイン造りにおいて人的な介入は最小限に抑えられる。バイラーダのワイン
造りの基準に縛られずに、固有品種こそがバイラーダワインになりえるとの考えから、ラベルには地域の表示は無し。

ロゼ
Quinta das Maias Maias Rosé
キンタ・ダス・マイアス 
マイアス ロゼ19

サーモンピンク、チェリーやカシスの濃
厚なアロマ。フレッシュでオーガニック
らしい透明感のある味わい。酸味と果
実味のバランスがよく、食事と合わせ
やすい辛口ロゼ。

POSコード：5603792001757
1,650円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPダン
アルコール分：12.5%
ぶどう品種：ジャエン50％、ティンタ・
ロリス50％
入数：12

Red Reserva
レッド レゼルバ17

フレンチとポルトガルオークの１年使
用樽で６ヶ月～１年間熟成。ポルトガル
を代表する黒葡萄5種類を混植混醸
することで伝統的なダンワインスタイ
ルを洗練されたワインに高めた一品。

POSコード：5603792001276
3,800円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPダン
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：トウリガ・ナショナル55％、アルフ
ロシェイロ・プレト20％、ジャエン15％、ティンタ・
ロリス5％、ティント・カン5％
入数：12

赤 白
Quinta das Maias Maias White
キンタ・ダス・マイアス　
マイアス ホワイト20

標高の高い涼しい畑でオーガニック栽
培された葡萄から造られる。柑橘系や
花を思わす香り、フレッシュで心地よい
味わい。新鮮な葡萄を噛んだような心
地よさが魅力。

POSコード：5603792001603
1,650円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPダン
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：マルヴァジア・フィナ、ヴェ
ルデーリョ、エンクルザード、セルシアル
入数：12

Quinta das Maias Maias Red 
キンタ・ダス・マイアス　
マイアス レッド19

標高の高さは主要品種のジャエン種に
心地よい芳しさと果実味を与える。酸
味とタンニン、果実味の一体感と長い
余韻を楽しむことができる。オーガニッ
クらしいピュアさを持つワイン。

POSコード：5603792001504
1,650円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPダン
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：ジャエン、トウリガ・ナショ
ナル、アルフロシェイロ、ティンタ・ロリス
入数：12

赤

ロゼ
Quinta do Correio Dão White 
キンタ・ド・コーレイヨ 
ダン ホワイト20

レモンやライムの柑橘系の香りや花の
香り。切れ味の良い酸味と果実味の豊
かな辛口白ワイン。食事と合わせて美
味しい最高のデイリーワイン。

POSコード：5603792001252
1,250円（税抜）参考小売価格 :

白

白

白

原産地呼称：DOPダン
アルコール分：13.5%
ぶどう品種：マルヴァジア・フィナ45
％、セルシアル25％、ビカル20％、エ
ンクルザード10％
入数：12

Quinta do Correio Dão Rosé
キンタ・ド・コーレイヨ 
ダン ロゼ19

淡いピンク、苺やカシスの香り、瑞々し
くバランスのとれた味わい。アペリティ
フ、シーフードや白身の肉料理に合う
辛口ロゼ。コーレイヨは赤白ロゼとも
途轍もないコスパを誇るワイン。

POSコード：5603792001740
1,250円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPダン
アルコール分：13.0%
ぶどう品種：アルフロシェイロ50％、
ジャエン50％
入数：12

Dão White
ダン ホワイト18

ライムなどのシトラス系の香りやハー
ブの香り。切れ味の良い酸味が特徴的
であるが、僅かに蜜入りのリンゴを思
わせる果実の熟した甘さを感じさせ
る。

POSコード：5603792001146
1,600円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPダン
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：エンクルザード45％、マル
ヴァジア・フィナ20％、ヴェルデーリョ
15％、ビカル10％、セルシアル10％
入数：12

Dão Red 
ダン レッド17

ダークチェリーやカシスに代表される
果実香と樽から来るバニラ香が重なり
合う。コストパフォーマンス抜群のワイ
ン。

POSコード：5603792001399
2,200円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPダン
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：トウリガ・ナショナル50％、ジャエン20
％、アルフロシェイロ・プレト15％、ティンタ・ロリス15％
入数：12
※2022年7月価格改定

Encruzado
エンクルザード19

ダン地方で初めて単一品種をフレンチ
オーク樽で熟成させた歴史的なワイン。
英国のワイン評論家ジャンシス・ロビン
ソンによる過去10年間で最も印象に残
ったワイン10本にランクインした。

POSコード：5603792001122
2,700円（税抜）参考小売価格 :

赤 赤赤

原産地呼称：DOPダン
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：エンクルザード
入数：12

Tinta Roriz
ティンタ・ロリス17

フレンチオークの新樽で11ヶ月熟成。
カシスに代表される黒い果実の香りと
新樽からのバニラ香が重なりあう。滑ら
かな味わいとエレガントさを特徴とする
スペインのテンプラニーリョと同じ品種。

POSコード：5603792001368
3,800円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPダン
アルコール分：13.5%
ぶどう品種：ティンタ・ロリス
入数：12

Touriga Nacional 
トウリガ・ナショナル18

フレンチオークの新樽で１７ヶ月樽熟成。
松の葉のハーバルな香り、充実した果実
味。ポルトガルで単一品種ワイン生産の
きっかけとなったワイン。

POSコード：5603792001283
4,200円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPダン
アルコール分： 14.0%
ぶどう品種：トウリガ・ナショナル
入数：12

Quinta do Correio Dão Red 
キンタ・ド・コーレイヨ 
ダン レッド18

バラの花やカシスなどの香り、フレッシ
ュでしっかりとした果実味とエレガント
な酸味で食事に合わせやすい赤ワイ
ン。

POSコード：5603792000132
1,250円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPダン
アルコール分：13.0%
ぶどう品種：ジャエン60％、トウリガ・
ナショナル20％、アルフロシェイロ・
プレト15％、ティンタ・ロリス5％
入数：12

赤

Dão ダンQuinta dos Roques
キンタ・ドス・ロケス
キンタ・ドス・ロケスはポルトガルワインの銘醸地ダン地方の中心部ネラスの北東に位置する40haの葡萄園を所有する
ワイナリー。1999年からはポルトガルの最高峰セラ・ダ・エストレラ山の麓にある歴史的なキンタ・ダス・マイアスを
傘下に収める。先代のマヌエル・オリビエラと娘婿のルイス・ローレンソ（写真右）でワイン造りを大きく革新。多品種の
葡萄を伝統的に使用するダン地方で初めて単一品種のワインを造り出し、ワイン市場に衝撃を与え、ワイン＆スピリッツ
誌2000年版でトウリガナショナル1996年がポルトガル最高得点を受賞したのをはじめ、数々の賞を受賞。今やダンワ
インだけではなくポルトガルのプレミアムワインを代表する造り手である。

中辛口

Luisa LourencoLuis LourencoLuisa LourencoLuis Lourenco

価格
改定

※2022年7月価格改定

価格
改定

※2022年7月価格改定

価格
改定

白
Quinta das Maias Gouveio 
キンタ・ダス・マイアス 
ゴウベイオ19

Quinta das Maias Jaen
キンタ・ダス・マイアス 
ジャエン17

赤
Sparkling Rosé 10
スパークリング ロゼ10ロゼ発泡性

16℃～ 18℃に保たれたステンレスタ
ンクで選定酵母を使用して発酵し熟
成。ミネラル感を強く感じる。果実味豊
かでフレッシュな味わいの白ワイン。

POSコード： 5603792001313
2,800円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPダン
アルコール分13.5％
ぶどう品種：ゴウベイオ
入数：12
※2022年7月価格改定

フレンチオーク樽で9ヵ月間熟成。心地よ
い酸味と充実したタンニンの中に濃縮した
果実の甘み。スペインのメンシア種と同品
種でサンチャゴ・デ・コンポステラ教会に巡
礼した農夫が持ち帰った伝説がある。

POSコード：5603792001238
4,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPダン
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：ジャエン
入数：12

美しいロゼカラー。チェリーや苺の香り
が心地良い。ドライで切れ味の良いス
パークリングワイン。ダン地方で最初
のスパークリングワイン。

POSコード：5603792000309
3,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPダン
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：アルフロシェイロ・プレト
65％、トウリガ・ナショナル35％
入数：6

Pé Branco
ペ  ブランコ20

毎年品質レベルを保ち続けるために自
社畑と契約畑の幅広い選択肢を持ちブ
レンドを行う強みを持っている。レモンの
ような心地よい柑橘系の香り、軽く果実
味と酸味が上手く調和した味わい。

POSコード：5601989993182
1,200円（税抜）参考小売価格 :

白

白

白

原産地呼称：ヴィーニョ
アルコール分：13.0%
ぶどう品種：アンタン・ヴァズ、ペルム、
アリント
入数：12

Pé Tinto 
ペ  ティント20

濃い赤のベリー系やブルーベリーの香
り、エレガントな口当たり、心地よい舌
触り、熟したタンニンが味わいをまとめ
ている。価格に似合わない程の充実感
はエスポランの質を物語る。

POSコード：5601989993199
1,200円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：ヴィーニョ
アルコール分：13.0%
ぶどう品種：主にモレト、カステラオン、
トリンカデイラ
入数：12

Monte Velho White
モンテ・ヴェーリョ 
ホワイト20

ポルトガルのレストランでこのクラスの
トップブランド。華やかな柑橘と白桃の
フレッシュなアロマ。しっかりとした果実
味、バランスのとれた味わい。

POSコード：5601989001566
1,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：IGPアレンテジャーノ
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：アンタン・ヴァズ、ロウペイ
ロ、ペルム
入数：12

白
Esporão Verdelho White
エスポラン 
ヴェルデーリョ ホワイト17

南国フルーツ、マンダリン、ライムなど、
典型的なヴェルデーリョの品種を感じさ
せるアロマ。ミネラル感のあるフレッシュ
でエレガント、濃厚な味わい、長い余韻と
きれいな酸の後味。

POSコード：5601989979520
2,100円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：IGPアレンテジャーノ
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：ヴェルデーリョ
入数：12

白
Esporão Colheita　Ｗｈｉｔｅ
エスポラン　
コリェイタ ホワイト19

自社畑の有機栽培で育てられた葡萄の
みを使用。発酵には一部チューリップ型
のコンクリートタンクが用いられる。クリ
ーミーな質感で、フレッシュながらふくよ
かで、余韻も長い。

POSコード：5601989974457
2,100円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：IGPアレンテジャーノ
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：アンタン・ヴァズ、ヴィオジ
ーニョ、アルヴァリーニョ他
入数：6

Esporão Colheita Red
エスポラン 
コリェイタ レッド19

自社畑の有機栽培で育った葡萄のみを
使用。ブラックプラムとフレッシュなすぐ
り、白コショウ、野菜の香りが合わさった
アロマ。ミネラルと土のニュアンスをま
とった熟した果実の味わい。

POSコード：5601989976758
2,100円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：IGPアレンテジャーノ
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：アラゴネス、
カベルネ・ソーヴィニヨン、
トウリガ・ナショナル
入数：6

Esporão Reserva White
エスポラン　
レゼルバ  ホワイト19

自社畑の葡萄から造られる。アメリカン
＆フレンチオークの新樽で6ヶ月熟成。
リッチでアロマティックな黄桃の香りに
樽からくるトースト香。クリーミーな口
当たり、芳醇なフルーツの味わい。

POSコード：5601989981851
3,000円（税抜）参考小売価格 :

赤

赤

原産地呼称： DOPアレンテージョ
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：アンタン・ヴァス、アリント、
ロウペイロ他
入数：6

スクリュー
キャップ

スクリュー
キャップ

Monte Velho Red
モンテ・ヴェーリョ 
レッド 20

求めやすい価格で高品質なエスポラン
の傑作ワイン。ベリー系果実の香り、ス
パイシーな香りが引き締める。フレッシ
ュで心地よい味わい、骨格があり飲みや
すいだけでは終わらない深みがある。

POSコード：5601989001412
1,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：IGPアレンテジャーノ
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：アラゴネス、トリンカデイ
ラ、トウリガ・ナショナル、シラー
入数：12

赤

POSコード変更

Esporão
エスポラン
1267年から続く伝統ある荘園エスポランは1973年ロケット家を含む数家族が購入し、1982年以降はロケット家が単
独で所有。現当主は　ジョアン・ロケット。1987年には当時最新の技術を集めたワインセラーが完成し、2000年以降は
アレンテージョ地方のワイン生産者のリーダー的な存在として知られる。2008年、ドウロのキンタ・ドス・ムルサスを
所有し、ドウロ＆ポートワインの生産を開始。2012年よりオーガニック栽培に転換。2019年、自社畑の全てにオーガニ
ック認証を受け、ヨーロッパで最大級のオーガニックワイン生産者となる。2020年より3年連続で、ドリンクス・インタ
ーナショナルが選ぶ世界の50生産者にランクイン、今やエスポランは世界ブランドとなっている。

Alentejo & Vinho Verde アレンテージョ & ヴィーニョ・ヴェルデ

原産地呼称：ヴィーニョ
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：アリント、フェルナン・ピ
エス
入数：12

原産地呼称：ヴィーニョ
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：アラゴネス、カステラン、
トリンカデイラ、トウリガ・フランク他
入数：12

Estria White 
エストリア ホワイト

柑橘系やメロンのアロマ、柔らかな口
当たり。心地よい酸味が果実味と見事
にバランスしたフレッシュな味わいを
特徴とするワイン。

POSコード：5600390412862
800円（税抜）参考小売価格 :

白
Estria Red
エストリア レッド

美しいルビーを思わせる色合い、フランボ
ワーズやカシス等様々な赤いフルーツの
香りがバニラの香りと絡み合う。エレガン
トで優しい味わいのワインだが特徴のある
果実味は土地の味わいを表現している。

POSコード：5600390412879
800円（税抜）参考小売価格 :

赤Parras 
パッラス
エストリアはポルトガル各地にワ
イナリーを有するパッラス社の本
拠キンタ・ド・グラディルで、比較
的若い木の葡萄を中心に造られた
フレッシュなワイン。

Antonio Vent
ura

Lisboa リスボン

価格
改定

中辛口中辛口

Sandra Alves
Sandra AlvesJoao Roquette

Joao Roquette



PortugalPortugal PortugalPortugal

11 12※容量表記のないものは全て750mlとなります。※生産量、輸入量とも少ない生産者です。ヴィンテージの変更や在庫切れでご迷惑をおかけする場合もございます。ご了承の程お願い申し上げます。ご発注の場合は在庫のお問い合わせをお願いします。

Lajido
ラジド03

葡萄は伝統的に足踏み破砕され木樽
で発酵される。酒精強化され、アメリカ
ンオーク樽で3年間熟成。味わいはセ
ミドライ。少し冷やして食前酒として楽
しめる。

POSコード：5609296000012
3,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： DOCピコ
アルコール分：17.5％
ぶどう品種：ヴェルデーリョ、アリント、
テランテス
入数：12

Açores アソーレス諸島Cooperativa Vitivinicola da Ilha do Pico 
ピコ島協同組合
ポルトガル領アソーレス諸島は、ポルトガルの首都リスボンから約1,500km 西の大西洋上に浮かぶ9 つの島々。その中
で2 番目に大きい島、ピコ島では火山岩質の溶岩台地から今もワインが造られている。夏の日差しの強さと溶岩台地の水
はけの良さから糖度の高い葡萄が生まれ、火山岩に含まれるミネラル分の豊富なワインが生まれる。しかし、海からのあ
まりにも強い潮風で葡萄の樹が折れるのを防ぐため、溶岩石を使った「クライス」と呼ばれる石垣が作られる。この石垣
は一時は島中を覆い、つなぎ合わせれば地球２周分の長さはあったとされる。その景観を保護する目的で、「ピコ島の葡萄
園文化の景観」として世界遺産に登録される。

中辛口

500ml

Periquita Original 
ペリキータ オリジナル18

1850年に製造を開始したポルトガル
で最も長い歴史を誇るワインブランド。
特徴的な柔らかな果実味、味わいを支
える円やかなタンニンと心地よい酸味。
優しい味わいの中に充実感がある。

POSコード：5601174204000
1,500円（税抜）参考小売価格 :

白 白

白

原産地呼称：IGPペニンシュラ・デ・
セトゥーバル
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：カステラン46％、トリン
カデイラ40％、アラゴネス14％
入数：12

Periquita White
ペリキータ ホワイト17

セトゥーバルの海風のように爽やかな
味わい。地元品種にヴィオニエを加え
たアロマティックな味わい。冷やして前
菜やシーフードと。サクラワインアワー
ド2019ダイヤモンドトロフィー受賞。

POSコード：5601174190006
1,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：IGPペニンシュラ・デ・
セトゥーバル
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：ヴェルデーリョ 34％、ヴィオジーニョ
33％、ヴィオニエ17％、ソーヴィニヨン・ブラン16％
入数：12

Periquita Rosé
ペリキータ ロゼ18

爽やかでフレッシュ＆フルーティな味
わい。良く冷やしてワインだけでも、サ
ラダやパスタ等、軽いお食事とも抜群
の相性。テラスやビーチからダイニン
グまで広く楽しめるワイン。

POSコード：5601174205403
1,500円（税抜）参考小売価格 :

ロゼ

ロゼ

原産地呼称：IGPペニンシュラ・デ・
セトゥーバル
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：トウリガ・ナショナル48
％、カステラン35％、アラゴネス17％
入数：12

Periquita Reserva
ペリキータ レゼルバ16

新旧フレンチオークとアメリカンオーク
で8ヶ月熟成。凝縮感とペリキータの柔
らかさを持つ。味わいの深みに伝統を感
じさせる。サクラワインアワード2020ダ
イヤモンドトロフィー受賞。

POSコード：5601174205007
2,800円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：IGPペニンシュラ・デ・
セトゥーバル
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：カステラン52％、トウリガ・ナ
ショナル33％、トウリガ・フランセーザ15％
入数：12

Alambre Moscatel de Setúbal 
アランブル・モスカテル・
デ・セトゥーバル17

マスカットの味わいを閉じ込めたモスカ
テル・デ・セトゥーバルを代表する銘柄。
ドライフルーツ、キャラメル、洋梨などの
フルーティで豊かな味わいに酸味がアク
セント。抜栓後も長期保管可能。

POSコード：5601174301006
2,600円（税抜）参考小売価格 :

赤

赤

原産地呼称：DOPモスカテル・デ・セ
トゥーバル
アルコール分：17.5％
ぶどう品種：モスカテル・デ・セトゥー
バル
入数：6

Alambre Moscatel de Setúbal 
アランブル・モスカテル・
デ・セトゥーバル  20年

アランブルとはジョゼ・マリア・ダ・フォン
セカが最初に葡萄を栽培した記念すべき
畑の名前に由来する。このワインは19ヴ
ィンテージのブレンド。一番若いものが
20年物で最も古いのは80年物に及ぶ。

POSコード：5601174330013
8,300円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： DOPモスカテル・デ・
セトゥーバル
アルコール分：18.0％
ぶどう品種：モスカテル・デ・セトゥー
バル
入数：6

Twin Vines Vinho Verde
ツイン・ヴァインズ
ヴィーニョ・ヴェルデ 20

オーナーファミリーに８代目の双子が
誕生したことを祝って造られたワイン。
低いアルコール、爽やかな酸味と僅か
な甘さはヴィーニョ・ヴェルデの特徴を
余すところなく表現している。

POSコード：5601174175003
1,350円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPヴィーニョ・ヴェルデ
アルコール分：10.0%
ぶどう品種：ロウレイロ70％、トラジャドゥラ
15％、ペデルナン10％、アルヴァリーニョ5％
入数：12

Lancers Rosé
ランサーズ ロゼ

ポルトガルでも知名度の高い微発泡ロゼ
ワイン。ワインだけでも楽しめるが、サラ
ダ、パスタを始めメキシカンやインド料理
のようなスパイシーな味わいや中国料理
とも見事な相性を楽しむことが出来る。

POSコード：5601142192636
1,350円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：ヴィーニョ
アルコール分：11.0％
ぶどう品種：アラゴネス、シラー、トウリガ
ナショナル、カステラオン、トリンカデイラ
入数：6

JMF Red
JMF レッド17

カステランとアラゴネスの２種の品種
から造られる活き活きとしたフルーティ
さが特徴ワイン。赤いベリーのスパイ
シーでフルーティなアロマ、優しいタン
ニン。

POSコード：5601174272009
1,200円（税抜）参考小売価格 :

白

原産地呼称：IGP：ペニンシュラ・デ・
セトゥーバル
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：カステラン80％、アラゴ
ネス20％
入数：12

赤

José Maria da Fonseca
ジョゼ・マリア・ダ・フォンセカ
ポルトガル3大酒精強化ワインに数えられるモスカテル・デ・セトゥーバル（1849年）、ポルトガルで最も歴史的なブラ
ンド ペリキータ（1850年）を生み出したメーカー。ジョゼ・マリア・ダ・フォンセカはポルトガルの首都リスボンから南
にテージョ川を越えたセトゥーバルに位置し1834年創業以来、100％家族経営が続くワイナリー。現在、6代目のアン
トニオ・ソアレス・フランコが経営面、弟のドミンゴス・ソアレス・フランコがワイン造りを担当している。彼らの子供た
ち7代目も現在、会社経営に参画している。自社畑は650ha。年間生産量は70万ケース（1ケース9ℓ）。ポルトガル最大
の近代的な生産設備を誇る。

Península de Setúbal / Vinho Verde　ぺニンシュラ・デ・セトゥーバル/ヴィーニョ・ヴェルデ

スクリュー
キャップ

白
V Vinho Verde
V ヴィーニョ・ヴェルデ 

ライムや野バラ、オレンジブロッサム
の香り。果実味と酸味のバランスが良
く、アルコール度数わずか8.5％の低
アルコールで気軽に心地よく楽しんで
いただけるヴィーニョ・ヴェルデ。

POSコード：5601174460000
1,350円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPヴィーニョ・ヴェルデ
アルコール分：8.5%
ぶどう品種：ロウレイロ60％、トラジャ
ドゥラ40％
入数：6

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
キャップ白

JMF White
JMF ホワイト17

トロピカルフルーツやライムのアロマ。
アロマティックでフルーティな、酸味の
心地よい優しい味わいのワイン。

POSコード：5601174109008
1,200円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：IGP：ペニンシュラ・デ・
セトゥーバル
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：フェルナン・ピレス80％、
モスカテル・デ・セトゥーバル　20％
入数：12

スクリュー
キャップ

モス
カテル

モス
カテル

甘口 甘口

Antonio Soares Franc
o

Antonio Soares Franc
o

スクリュー
キャップ

スクリュー
キャップ

500ml

微発泡

微発泡

微発泡

新ラベル

新ラベル

新ラベル

Dom Rafael White
ドン・ラファエル 
ホワイト17

暑い同地方にあって、唯一冬に雪が降
るポルタレグア。涼しい気候、日当たり
の良さによるトロピカルフルーツとミネ
ラル感が調和した柑橘系のアロマ。口
当たりは柔らかでフレッシュさが溢れる。

POSコード：5609655112172
2,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： DOPアレンテージョ
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：アンタン・ヴァス、アリント
入数：6

Dom Rafael Red 
ドン・ラファエル 
レッド18

暗いルビー色、プラムジャムやスパイ
ス、ダークチョコレートの香りと樽からの
エレガントなニュアンス。骨格がありフレ
ッシュで長い余韻。ラガールでの足踏み
破砕・抽出によるエレガントな味わい。

POSコード：5609655122157
2,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： DOPアレンテージョ
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：アリカンテ・ブーシェ、ア
ラゴネス、トリンカデイラ
入数：6

赤

Mouchão Tonel nº 3-4
モウシャン トネル No 3-4  
13

モウシャンのトップブランド。ポルトガル
ワインの中で最高の評価を受けるワイ
ン。柔らかな口当たりで、バランスが良
くエレガントで凝縮したタンニンをもち、
余韻も長い。パーカー97ポイント。

POSコード：5609655162139
18,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： DOPアレンテージョ
アルコール分：14.5％
ぶどう品種：アリカンテ・ブーシェ　
入数：3

赤

Ponte Mouchão Red
ポンテ・モウシャン　
レッド15

魅力的なガーネット色、スミレや黒い果
実、ミントやスパイスのアロマ。口当たり
は優しく、骨格があり、バランスが良い。
原料の果実の素晴らしさとブレンドの見
事さが合わさった秀逸なワイン。

POSコード：5609655132156
3,800円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： DOPアレンテージョ
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：トウリガ・ナショナル、トウ
リガ・フランカ、シラー
入数：6

赤
Mouchão 
モウシャン13

ブランドを代表するワイン。ワインエン
スージャスト プレミアムワインランキン
グ14位、ボルドーのプルミエ・グランク
リュを上回る評価はポルトガルのプレミ
アムワインの枠を飛び越えている。

POSコード：5609655142131
8,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： DOPアレンテージョ
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：アリカンテ・ブーシェ（70
％以上）、トリンカデイラ
入数：6

赤白

Mouchão 
モウシャン

Lain Richardson
Lain Richardson

Alentejo アレンテージョ

最高の評価を受けるポルトガルのワインメーカー。新たなワイン産地として脚光を浴びる南部アレンテージョの中でも、
モウシャンの所在地ポルタレグレは唯一雪の降ることで知られる標高の高い産地。他のアレンテージョ産地と異なり濃厚
なだけではなく美しい酸味を持つエレガントなワインが造られる。モウシャンは19世紀初めから英国人レイノルド家の
所有が続く家族経営のワイナリー。地元品種アラゴネス、トリンカデイラに加え南仏原産の交配品種アリカンテ・ブーシェ
はこの地で見事なワインを生み出している。モウシャンでは全て赤ワイン用葡萄を、ポルトガルの伝統的なワイン醸造法、
ラガールにより足踏み破砕し一次発酵を行っている。他の生産者はトップレンジのみの製法を全面的に実施している。

Intensus 
インテンサス18

熟した果実の薫り高いアロマ。果実味と
共に丸く甘いタンニンがバランスした心
地よい味わい。これ程構成のしっかりし
たワインがこの価格、ポルトガルワイン
の絶対的コストパフォーマンスを証明。

POSコード：5600384830504
1,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： IGPアレンテージョ
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：アラゴネス、トリンカデイ
ラ、アリカント・ブーシェ
入数：12

Quinta de Vale Veados
キンタ・デ・ヴァレ・
ヴェアドス18

地元品種と国際品種のブレンドの好例。
ポルトガルを代表するトウリガ・ナショナ
ルとシラーのブレンドは稠密なタンニン
がインパクトのある果実味と程よいバラ
ンスのある味わいを生みだしている。

POSコード：5600384830863
2,300円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： IGPテージョ
アルコール分：14.5％
ぶどう品種：トウリガ・ナショナル
70%、シラー30%
入数：6

原産地呼称： IGPアレンテージョ
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：アリント、フェルナン・ピ
レス、ビカル、ロウペイロ他
入数：6

原産地呼称： IGPアレンテージョ
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：アラゴネス、トリンカディ
ラ、アリカント・ブーシェ他
入数：6

Terrenus White
テレヌス ホワイト16

フレッシュなフルーツの香り、僅かに樽
を思わすバニラ香。粘度があり、様々
な果実の味わいが楽しめる。ミネラル
感がアフターに感じられる。

POSコード：5600384830474
3,100円（税抜）参考小売価格 :

Terrenus Red 
テレヌス レッド16

黒い果実の味わい、甘いタンニンと果
実味が良くバランスし長い余韻を楽し
むことが出来る。決して濃厚なだけの
ワインではなく、心地よいエレガンスを
感じさせる味。

POSコード：5600384830634
3,300円（税抜）参考小売価格 :

赤赤 赤 白

Rui Reguinga
ルイ・レグインガ
ポルトガルを代表するワインメーカ―であり、2000 年からは自社のワイナリーを有する生産者でもあるルイ・レグイ
ンガ。現在はポルトガル本土だけではなく、世界各地のワイナリーでコンサルタントを行う。ポルトガルで著名なワイン
専門誌「ヴィニョス・マガジン」で2009 年のワインメーカー・オフ・ジ・イヤーに選ばれる一方、数多くの国際的なワイ
ンコンペで審査員を歴任している。キンタ・ドス・ロケスで同社のワインの品質を更に向上させたワインメーカーとしても
著名。彼が自らのワイナリーを立ち上げたアレンテージョ東北端のポルタレグアは標高600ｍの地。アレンテージョでも
最も注目を浴びる地域と辣腕ワインメーカーとのコラボはアレンテージョワインの新たな時代の幕開けを告げるようだ。Rui ReguingaRui Reguinga

Alentejo & Tejo アレンテージョ & テージョ

※2022年7月価格改定

価格
改定

※2022年7月価格改定

価格
改定

白赤
Esporão Reserva Red 
エスポラン　
レゼルバ  レッド18

エスポランを代表するワイン。自社畑の
葡萄で造られる、アメリカン＆フレンチ
オーク樽で12ヶ月熟成。黒いベリー系
果実の香りに樽からのトースト香。

POSコード：5601989980809
3,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPアレンテージョ
アルコール分：14.5%
ぶどう品種：アラゴネス、トリンカデイ
ラ、カベルネ・ソーヴィニヨン、アリカ
ンテ・ブーシェ
入数：6

Esporão Private Selection White 
エスポラン プライベート
セレクション ホワイト18

1996年に引き継いだ畑のセミヨン種。
熟したトロピカルフルーツの香りにフレ
ンチオークのトースト香が調和。オースト
ラリア人ワインメーカーでないとまず思
いつかないセミヨン100％。

POSコード：5601989981837
5,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： IGPアレンテージャーノ
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：セミヨン
入数：6

白
Esporão Bico Amarelo Vinho Verde
エスポラン　ビコ・アマレロ
ヴィーニョ・ヴェルデ 20　

ヴィーニョ・ヴェルデの3産地のブドウを
ブレンドしたハイレベルの辛口ワイン。
フレッシュな柑橘やトロピカルの溢れん
ばかりのアロマ。溌溂とした酸味、骨格
があり、長く爽やかな余韻。

POSコード：5604882810105
1,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOP：ヴィーニョ・ヴェルデ
アルコール分：11.5％
ぶどう品種：ロウレイロ、アルヴァリー
ニョ、アヴェッソ
入数：6

Esporão Private Selection Red 
エスポラン プライベート
セレクション レッド16

しっかりした味わいながら果実味や酸
味、タンニンを実に見事にバランスを
取り同社のトップキュヴェに相応しい
風格を有している。フレンチオークの
新樽＆古樽で樽熟成18ヶ月。

POSコード：5601989986597
10,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： DOPアレンテージョ
アルコール分：14.5％
ぶどう品種：主としてアリカンテ・ブー
シェ、アラゴネス、シラー
入数：3

赤 新商品

※2022年7月価格改定

価格
改定

※2022年7月価格改定

価格
改定



PortugalPortugal PortugalPortugal

11 12※容量表記のないものは全て750mlとなります。※生産量、輸入量とも少ない生産者です。ヴィンテージの変更や在庫切れでご迷惑をおかけする場合もございます。ご了承の程お願い申し上げます。ご発注の場合は在庫のお問い合わせをお願いします。

Lajido
ラジド03

葡萄は伝統的に足踏み破砕され木樽
で発酵される。酒精強化され、アメリカ
ンオーク樽で3年間熟成。味わいはセ
ミドライ。少し冷やして食前酒として楽
しめる。

POSコード：5609296000012
3,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： DOCピコ
アルコール分：17.5％
ぶどう品種：ヴェルデーリョ、アリント、
テランテス
入数：12

Açores アソーレス諸島Cooperativa Vitivinicola da Ilha do Pico 
ピコ島協同組合
ポルトガル領アソーレス諸島は、ポルトガルの首都リスボンから約1,500km 西の大西洋上に浮かぶ9 つの島々。その中
で2 番目に大きい島、ピコ島では火山岩質の溶岩台地から今もワインが造られている。夏の日差しの強さと溶岩台地の水
はけの良さから糖度の高い葡萄が生まれ、火山岩に含まれるミネラル分の豊富なワインが生まれる。しかし、海からのあ
まりにも強い潮風で葡萄の樹が折れるのを防ぐため、溶岩石を使った「クライス」と呼ばれる石垣が作られる。この石垣
は一時は島中を覆い、つなぎ合わせれば地球２周分の長さはあったとされる。その景観を保護する目的で、「ピコ島の葡萄
園文化の景観」として世界遺産に登録される。

中辛口

500ml

Periquita Original 
ペリキータ オリジナル18

1850年に製造を開始したポルトガル
で最も長い歴史を誇るワインブランド。
特徴的な柔らかな果実味、味わいを支
える円やかなタンニンと心地よい酸味。
優しい味わいの中に充実感がある。

POSコード：5601174204000
1,500円（税抜）参考小売価格 :

白 白

白

原産地呼称：IGPペニンシュラ・デ・
セトゥーバル
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：カステラン46％、トリン
カデイラ40％、アラゴネス14％
入数：12

Periquita White
ペリキータ ホワイト17

セトゥーバルの海風のように爽やかな
味わい。地元品種にヴィオニエを加え
たアロマティックな味わい。冷やして前
菜やシーフードと。サクラワインアワー
ド2019ダイヤモンドトロフィー受賞。

POSコード：5601174190006
1,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：IGPペニンシュラ・デ・
セトゥーバル
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：ヴェルデーリョ 34％、ヴィオジーニョ
33％、ヴィオニエ17％、ソーヴィニヨン・ブラン16％
入数：12

Periquita Rosé
ペリキータ ロゼ18

爽やかでフレッシュ＆フルーティな味
わい。良く冷やしてワインだけでも、サ
ラダやパスタ等、軽いお食事とも抜群
の相性。テラスやビーチからダイニン
グまで広く楽しめるワイン。

POSコード：5601174205403
1,500円（税抜）参考小売価格 :

ロゼ

ロゼ

原産地呼称：IGPペニンシュラ・デ・
セトゥーバル
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：トウリガ・ナショナル48
％、カステラン35％、アラゴネス17％
入数：12

Periquita Reserva
ペリキータ レゼルバ16

新旧フレンチオークとアメリカンオーク
で8ヶ月熟成。凝縮感とペリキータの柔
らかさを持つ。味わいの深みに伝統を感
じさせる。サクラワインアワード2020ダ
イヤモンドトロフィー受賞。

POSコード：5601174205007
2,800円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：IGPペニンシュラ・デ・
セトゥーバル
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：カステラン52％、トウリガ・ナ
ショナル33％、トウリガ・フランセーザ15％
入数：12

Alambre Moscatel de Setúbal 
アランブル・モスカテル・
デ・セトゥーバル17

マスカットの味わいを閉じ込めたモスカ
テル・デ・セトゥーバルを代表する銘柄。
ドライフルーツ、キャラメル、洋梨などの
フルーティで豊かな味わいに酸味がアク
セント。抜栓後も長期保管可能。

POSコード：5601174301006
2,600円（税抜）参考小売価格 :

赤

赤

原産地呼称：DOPモスカテル・デ・セ
トゥーバル
アルコール分：17.5％
ぶどう品種：モスカテル・デ・セトゥー
バル
入数：6

Alambre Moscatel de Setúbal 
アランブル・モスカテル・
デ・セトゥーバル  20年

アランブルとはジョゼ・マリア・ダ・フォン
セカが最初に葡萄を栽培した記念すべき
畑の名前に由来する。このワインは19ヴ
ィンテージのブレンド。一番若いものが
20年物で最も古いのは80年物に及ぶ。

POSコード：5601174330013
8,300円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： DOPモスカテル・デ・
セトゥーバル
アルコール分：18.0％
ぶどう品種：モスカテル・デ・セトゥー
バル
入数：6

Twin Vines Vinho Verde
ツイン・ヴァインズ
ヴィーニョ・ヴェルデ 20

オーナーファミリーに８代目の双子が
誕生したことを祝って造られたワイン。
低いアルコール、爽やかな酸味と僅か
な甘さはヴィーニョ・ヴェルデの特徴を
余すところなく表現している。

POSコード：5601174175003
1,350円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPヴィーニョ・ヴェルデ
アルコール分：10.0%
ぶどう品種：ロウレイロ70％、トラジャドゥラ
15％、ペデルナン10％、アルヴァリーニョ5％
入数：12

Lancers Rosé
ランサーズ ロゼ

ポルトガルでも知名度の高い微発泡ロゼ
ワイン。ワインだけでも楽しめるが、サラ
ダ、パスタを始めメキシカンやインド料理
のようなスパイシーな味わいや中国料理
とも見事な相性を楽しむことが出来る。

POSコード：5601142192636
1,350円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：ヴィーニョ
アルコール分：11.0％
ぶどう品種：アラゴネス、シラー、トウリガ
ナショナル、カステラオン、トリンカデイラ
入数：6

JMF Red
JMF レッド17

カステランとアラゴネスの２種の品種
から造られる活き活きとしたフルーティ
さが特徴ワイン。赤いベリーのスパイ
シーでフルーティなアロマ、優しいタン
ニン。

POSコード：5601174272009
1,200円（税抜）参考小売価格 :

白

原産地呼称：IGP：ペニンシュラ・デ・
セトゥーバル
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：カステラン80％、アラゴ
ネス20％
入数：12

赤

José Maria da Fonseca
ジョゼ・マリア・ダ・フォンセカ
ポルトガル3大酒精強化ワインに数えられるモスカテル・デ・セトゥーバル（1849年）、ポルトガルで最も歴史的なブラ
ンド ペリキータ（1850年）を生み出したメーカー。ジョゼ・マリア・ダ・フォンセカはポルトガルの首都リスボンから南
にテージョ川を越えたセトゥーバルに位置し1834年創業以来、100％家族経営が続くワイナリー。現在、6代目のアン
トニオ・ソアレス・フランコが経営面、弟のドミンゴス・ソアレス・フランコがワイン造りを担当している。彼らの子供た
ち7代目も現在、会社経営に参画している。自社畑は650ha。年間生産量は70万ケース（1ケース9ℓ）。ポルトガル最大
の近代的な生産設備を誇る。

Península de Setúbal / Vinho Verde　ぺニンシュラ・デ・セトゥーバル/ヴィーニョ・ヴェルデ

スクリュー
キャップ

白
V Vinho Verde
V ヴィーニョ・ヴェルデ 

ライムや野バラ、オレンジブロッサム
の香り。果実味と酸味のバランスが良
く、アルコール度数わずか8.5％の低
アルコールで気軽に心地よく楽しんで
いただけるヴィーニョ・ヴェルデ。

POSコード：5601174460000
1,350円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPヴィーニョ・ヴェルデ
アルコール分：8.5%
ぶどう品種：ロウレイロ60％、トラジャ
ドゥラ40％
入数：6

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
キャップ白

JMF White
JMF ホワイト17

トロピカルフルーツやライムのアロマ。
アロマティックでフルーティな、酸味の
心地よい優しい味わいのワイン。

POSコード：5601174109008
1,200円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：IGP：ペニンシュラ・デ・
セトゥーバル
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：フェルナン・ピレス80％、
モスカテル・デ・セトゥーバル　20％
入数：12

スクリュー
キャップ

モス
カテル

モス
カテル

甘口 甘口

Antonio Soares Franc
o

Antonio Soares Franc
o

スクリュー
キャップ

スクリュー
キャップ

500ml

微発泡

微発泡

微発泡

新ラベル

新ラベル

新ラベル

Dom Rafael White
ドン・ラファエル 
ホワイト17

暑い同地方にあって、唯一冬に雪が降
るポルタレグア。涼しい気候、日当たり
の良さによるトロピカルフルーツとミネ
ラル感が調和した柑橘系のアロマ。口
当たりは柔らかでフレッシュさが溢れる。

POSコード：5609655112172
2,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： DOPアレンテージョ
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：アンタン・ヴァス、アリント
入数：6

Dom Rafael Red 
ドン・ラファエル 
レッド18

暗いルビー色、プラムジャムやスパイ
ス、ダークチョコレートの香りと樽からの
エレガントなニュアンス。骨格がありフレ
ッシュで長い余韻。ラガールでの足踏み
破砕・抽出によるエレガントな味わい。

POSコード：5609655122157
2,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： DOPアレンテージョ
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：アリカンテ・ブーシェ、ア
ラゴネス、トリンカデイラ
入数：6

赤

Mouchão Tonel nº 3-4
モウシャン トネル No 3-4  
13

モウシャンのトップブランド。ポルトガル
ワインの中で最高の評価を受けるワイ
ン。柔らかな口当たりで、バランスが良
くエレガントで凝縮したタンニンをもち、
余韻も長い。パーカー97ポイント。

POSコード：5609655162139
18,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： DOPアレンテージョ
アルコール分：14.5％
ぶどう品種：アリカンテ・ブーシェ　
入数：3

赤

Ponte Mouchão Red
ポンテ・モウシャン　
レッド15

魅力的なガーネット色、スミレや黒い果
実、ミントやスパイスのアロマ。口当たり
は優しく、骨格があり、バランスが良い。
原料の果実の素晴らしさとブレンドの見
事さが合わさった秀逸なワイン。

POSコード：5609655132156
3,800円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： DOPアレンテージョ
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：トウリガ・ナショナル、トウ
リガ・フランカ、シラー
入数：6

赤
Mouchão 
モウシャン13

ブランドを代表するワイン。ワインエン
スージャスト プレミアムワインランキン
グ14位、ボルドーのプルミエ・グランク
リュを上回る評価はポルトガルのプレミ
アムワインの枠を飛び越えている。

POSコード：5609655142131
8,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： DOPアレンテージョ
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：アリカンテ・ブーシェ（70
％以上）、トリンカデイラ
入数：6

赤白

Mouchão 
モウシャン

Lain Richardson
Lain Richardson

Alentejo アレンテージョ

最高の評価を受けるポルトガルのワインメーカー。新たなワイン産地として脚光を浴びる南部アレンテージョの中でも、
モウシャンの所在地ポルタレグレは唯一雪の降ることで知られる標高の高い産地。他のアレンテージョ産地と異なり濃厚
なだけではなく美しい酸味を持つエレガントなワインが造られる。モウシャンは19世紀初めから英国人レイノルド家の
所有が続く家族経営のワイナリー。地元品種アラゴネス、トリンカデイラに加え南仏原産の交配品種アリカンテ・ブーシェ
はこの地で見事なワインを生み出している。モウシャンでは全て赤ワイン用葡萄を、ポルトガルの伝統的なワイン醸造法、
ラガールにより足踏み破砕し一次発酵を行っている。他の生産者はトップレンジのみの製法を全面的に実施している。

Intensus 
インテンサス18

熟した果実の薫り高いアロマ。果実味と
共に丸く甘いタンニンがバランスした心
地よい味わい。これ程構成のしっかりし
たワインがこの価格、ポルトガルワイン
の絶対的コストパフォーマンスを証明。

POSコード：5600384830504
1,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： IGPアレンテージョ
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：アラゴネス、トリンカデイ
ラ、アリカント・ブーシェ
入数：12

Quinta de Vale Veados
キンタ・デ・ヴァレ・
ヴェアドス18

地元品種と国際品種のブレンドの好例。
ポルトガルを代表するトウリガ・ナショナ
ルとシラーのブレンドは稠密なタンニン
がインパクトのある果実味と程よいバラ
ンスのある味わいを生みだしている。

POSコード：5600384830863
2,300円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： IGPテージョ
アルコール分：14.5％
ぶどう品種：トウリガ・ナショナル
70%、シラー30%
入数：6

原産地呼称： IGPアレンテージョ
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：アリント、フェルナン・ピ
レス、ビカル、ロウペイロ他
入数：6

原産地呼称： IGPアレンテージョ
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：アラゴネス、トリンカディ
ラ、アリカント・ブーシェ他
入数：6

Terrenus White
テレヌス ホワイト16

フレッシュなフルーツの香り、僅かに樽
を思わすバニラ香。粘度があり、様々
な果実の味わいが楽しめる。ミネラル
感がアフターに感じられる。

POSコード：5600384830474
3,100円（税抜）参考小売価格 :

Terrenus Red 
テレヌス レッド16

黒い果実の味わい、甘いタンニンと果
実味が良くバランスし長い余韻を楽し
むことが出来る。決して濃厚なだけの
ワインではなく、心地よいエレガンスを
感じさせる味。

POSコード：5600384830634
3,300円（税抜）参考小売価格 :

赤赤 赤 白

Rui Reguinga
ルイ・レグインガ
ポルトガルを代表するワインメーカ―であり、2000 年からは自社のワイナリーを有する生産者でもあるルイ・レグイ
ンガ。現在はポルトガル本土だけではなく、世界各地のワイナリーでコンサルタントを行う。ポルトガルで著名なワイン
専門誌「ヴィニョス・マガジン」で2009 年のワインメーカー・オフ・ジ・イヤーに選ばれる一方、数多くの国際的なワイ
ンコンペで審査員を歴任している。キンタ・ドス・ロケスで同社のワインの品質を更に向上させたワインメーカーとしても
著名。彼が自らのワイナリーを立ち上げたアレンテージョ東北端のポルタレグアは標高600ｍの地。アレンテージョでも
最も注目を浴びる地域と辣腕ワインメーカーとのコラボはアレンテージョワインの新たな時代の幕開けを告げるようだ。Rui ReguingaRui Reguinga

Alentejo & Tejo アレンテージョ & テージョ

※2022年7月価格改定

価格
改定

※2022年7月価格改定

価格
改定

白赤
Esporão Reserva Red 
エスポラン　
レゼルバ  レッド18

エスポランを代表するワイン。自社畑の
葡萄で造られる、アメリカン＆フレンチ
オーク樽で12ヶ月熟成。黒いベリー系
果実の香りに樽からのトースト香。

POSコード：5601989980809
3,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPアレンテージョ
アルコール分：14.5%
ぶどう品種：アラゴネス、トリンカデイ
ラ、カベルネ・ソーヴィニヨン、アリカ
ンテ・ブーシェ
入数：6

Esporão Private Selection White 
エスポラン プライベート
セレクション ホワイト18

1996年に引き継いだ畑のセミヨン種。
熟したトロピカルフルーツの香りにフレ
ンチオークのトースト香が調和。オースト
ラリア人ワインメーカーでないとまず思
いつかないセミヨン100％。

POSコード：5601989981837
5,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： IGPアレンテージャーノ
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：セミヨン
入数：6

白
Esporão Bico Amarelo Vinho Verde
エスポラン　ビコ・アマレロ
ヴィーニョ・ヴェルデ 20　

ヴィーニョ・ヴェルデの3産地のブドウを
ブレンドしたハイレベルの辛口ワイン。
フレッシュな柑橘やトロピカルの溢れん
ばかりのアロマ。溌溂とした酸味、骨格
があり、長く爽やかな余韻。

POSコード：5604882810105
1,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOP：ヴィーニョ・ヴェルデ
アルコール分：11.5％
ぶどう品種：ロウレイロ、アルヴァリー
ニョ、アヴェッソ
入数：6

Esporão Private Selection Red 
エスポラン プライベート
セレクション レッド16

しっかりした味わいながら果実味や酸
味、タンニンを実に見事にバランスを
取り同社のトップキュヴェに相応しい
風格を有している。フレンチオークの
新樽＆古樽で樽熟成18ヶ月。

POSコード：5601989986597
10,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： DOPアレンテージョ
アルコール分：14.5％
ぶどう品種：主としてアリカンテ・ブー
シェ、アラゴネス、シラー
入数：3

赤 新商品

※2022年7月価格改定

価格
改定

※2022年7月価格改定

価格
改定
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マデイラワインを造り出す葡萄品種

19世紀にマデイラ
島へ導入された唯一
の黒品種。小さい実だ
がとても丈夫で、皮が大変
薄い。島へ導入された当時から、島の環境に簡
単に適応したつわもの。味わいは辛、中辛、中
甘、甘口と全て造りだせるマルチプレーヤー。

葡萄の天敵・うどん
粉病やオイディウム
に強い白品種。酸味、
収斂味（しゅうれんみ）が
強いことが他の品種との大きな違い。辛口タイ
プのワインを造り出す。

ポルトガルが原産と
される白品種。かつて
はマデイラワインにおけ
る主要品種だったが、多
作のティンタ･ネグラにその座を奪われた。中辛
口タイプのワインを造り出す。

大陸ポルトガル原産
の白品種。芳醇で酸
味と甘さのバランスが
良い。生産量が少ないた
め、高価で扱われることが多い。中甘口のワイ
ンを造り出す。

こちらも絶滅危惧品
種の黒葡萄品種。し
かしポルトガル本土で
は広く植えられ、同じ酒精
強化ワインのポートワインにも使用される。マデ
イラワインではオールドヴィンテージでしか見る
ことは出来ない。バスタルド自身は甘口だが、ワ
インは中辛口で造られることが多い。

絶滅危惧品種の白
品種。そのルーツはマ
スカット･オブ･アレキサ
ンドリアともモスカテル･デ･
キンタとも言われる。そもそもテーブルワインに
は高価すぎ、あまりマデイラワインには使われな
かったよう。だがその味わいはオールドヴィン
テージに発揮されている。

マデイラ島に最初に
植えられた、ギリシャ･
クレタ島原産の白品
種。甘口タイプのワインを
造り出し、マデイラワインの中で最もリッチで濃
度の高いワインとなる。
マルムジーとも呼ばれる。

絶滅危惧品種の一
つ。ポルトガルのこと
わざに「食べるためでも
人に与えるためでもなく、ワ
インを造るために神はテランテスを造られた」と
あるほど、そのワインは繊細で美味。造り手に
よって中辛口や中甘口などタイプが変わる。

【ティンタ･ネグラ】
Tinta Negra

【セルシアル 】
Sercial

【ヴェルデーリョ】 
 Verdelho

【ブアル】 
Boal（Bual)

【マルヴァジア】
Malvasia（Malmsey)

【テランテス 】
 Terrantez

【バスタルド】 
Bastardo

【モスカテル】
 Moscatel

MadeiraMadeira
リスボンから南西に約970km、アフリカ大陸のモ
ロッコから西へ約650kmの大西洋上に浮かぶ小さ
な島ポルトガル領マデイラ島。その美しさから「大西
洋の真珠」とも呼ばれるこの島が、ポートやシェリー
と並び世界三大酒精強化ワインのひとつと称される
マデイラワインの故郷。

タンク内で人工的に
ワインを加熱熟成

太陽熱によって
温度が高くなった屋根裏部屋で
樽に詰めたワインを
自然に加熱熟成

ワインに熱を加えることで酸化、蒸発させ
酸度、糖度、アルコール度

色調の度合いを高めることができ
その結果これらの成分が凝縮！

まずは原料となる葡萄を収穫

不要な果硬と呼ばれる部分を取り除く

葡萄を潰し、果汁を搾る

酒精強化（アルコール添加）によって
発酵を止める

ワインボトルに
瓶詰め

発酵時間（8時間～6日間）によって
ワインの甘辛が決まる
発酵時間　短＝甘口タイプ 
　　　　　長＝辛口タイプ

ワインはタンク内で数ヶ月休ませる

ESTÁGIO

ESTÁGIO

ワインはエストゥファ内で休ませ、
3ヶ月かけてゆっくりと常温まで下げる

木樽で熟成
年間約4～7％ほど蒸発する。
大きい樽で熟成させるほど
蒸発する量は少なくなる

1 2
3

4

5 5

6
7

葡萄の収穫

除梗

発酵・酒精強化

加熱熟成

カンテイロエストゥファ

熟成

ボトリング

マデイラ
ワインの造り方

破砕・プレス

【カンテイロ - Canteiro】
天然加熱方式。ワインを入れた木樽を屋根裏部屋など、太陽熱を直接取り
入れられる環境下に置き、加熱熟成させる伝統的な方法。これにより、ワイ
ンの熟成、凝縮をゆっくり進めることが可能となり、ワインにクリーンさ、フレ
ッシュさを残す事ができる。

【エストゥファ - Estufa】
人工加熱方式。人工的にワインを50度まで加熱することで、熟成の速度を
速める。主に3年物に使用。タンク内に通したコイルを熱することでワイン
を加熱するものや、タンク全体に外側から熱を加えるジャケット方式と呼ば
れるものがあり、後者はワインに直接熱源が触れないため、こげ臭や雑味が
少ない。又は、加える熱は70度程度でタンク内は50度に達する。

Jap�Jap� Jap� Mad�ra Mad�ra Mad�ra Mad�ra 
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マデイラワインを造り出す葡萄品種

19世紀にマデイラ
島へ導入された唯一
の黒品種。小さい実だ
がとても丈夫で、皮が大変
薄い。島へ導入された当時から、島の環境に簡
単に適応したつわもの。味わいは辛、中辛、中
甘、甘口と全て造りだせるマルチプレーヤー。

葡萄の天敵・うどん
粉病やオイディウム
に強い白品種。酸味、
収斂味（しゅうれんみ）が
強いことが他の品種との大きな違い。辛口タイ
プのワインを造り出す。

ポルトガルが原産と
される白品種。かつて
はマデイラワインにおけ
る主要品種だったが、多
作のティンタ･ネグラにその座を奪われた。中辛
口タイプのワインを造り出す。

大陸ポルトガル原産
の白品種。芳醇で酸
味と甘さのバランスが
良い。生産量が少ないた
め、高価で扱われることが多い。中甘口のワイ
ンを造り出す。

こちらも絶滅危惧品
種の黒葡萄品種。し
かしポルトガル本土で
は広く植えられ、同じ酒精
強化ワインのポートワインにも使用される。マデ
イラワインではオールドヴィンテージでしか見る
ことは出来ない。バスタルド自身は甘口だが、ワ
インは中辛口で造られることが多い。

絶滅危惧品種の白
品種。そのルーツはマ
スカット･オブ･アレキサ
ンドリアともモスカテル･デ･
キンタとも言われる。そもそもテーブルワインに
は高価すぎ、あまりマデイラワインには使われな
かったよう。だがその味わいはオールドヴィン
テージに発揮されている。

マデイラ島に最初に
植えられた、ギリシャ･
クレタ島原産の白品
種。甘口タイプのワインを
造り出し、マデイラワインの中で最もリッチで濃
度の高いワインとなる。
マルムジーとも呼ばれる。

絶滅危惧品種の一
つ。ポルトガルのこと
わざに「食べるためでも
人に与えるためでもなく、ワ
インを造るために神はテランテスを造られた」と
あるほど、そのワインは繊細で美味。造り手に
よって中辛口や中甘口などタイプが変わる。

【ティンタ･ネグラ】
Tinta Negra

【セルシアル 】
Sercial

【ヴェルデーリョ】 
 Verdelho

【ブアル】 
Boal（Bual)

【マルヴァジア】
Malvasia（Malmsey)

【テランテス 】
 Terrantez

【バスタルド】 
Bastardo

【モスカテル】
 Moscatel

MadeiraMadeira
リスボンから南西に約970km、アフリカ大陸のモ
ロッコから西へ約650kmの大西洋上に浮かぶ小さ
な島ポルトガル領マデイラ島。その美しさから「大西
洋の真珠」とも呼ばれるこの島が、ポートやシェリー
と並び世界三大酒精強化ワインのひとつと称される
マデイラワインの故郷。

タンク内で人工的に
ワインを加熱熟成

太陽熱によって
温度が高くなった屋根裏部屋で
樽に詰めたワインを
自然に加熱熟成

ワインに熱を加えることで酸化、蒸発させ
酸度、糖度、アルコール度

色調の度合いを高めることができ
その結果これらの成分が凝縮！

まずは原料となる葡萄を収穫

不要な果硬と呼ばれる部分を取り除く

葡萄を潰し、果汁を搾る

酒精強化（アルコール添加）によって
発酵を止める

ワインボトルに
瓶詰め

発酵時間（8時間～6日間）によって
ワインの甘辛が決まる
発酵時間　短＝甘口タイプ 
　　　　　長＝辛口タイプ

ワインはタンク内で数ヶ月休ませる

ESTÁGIO

ESTÁGIO

ワインはエストゥファ内で休ませ、
3ヶ月かけてゆっくりと常温まで下げる

木樽で熟成
年間約4～7％ほど蒸発する。
大きい樽で熟成させるほど
蒸発する量は少なくなる
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葡萄の収穫

除梗

発酵・酒精強化

加熱熟成

カンテイロエストゥファ

熟成

ボトリング

マデイラ
ワインの造り方

破砕・プレス

【カンテイロ - Canteiro】
天然加熱方式。ワインを入れた木樽を屋根裏部屋など、太陽熱を直接取り
入れられる環境下に置き、加熱熟成させる伝統的な方法。これにより、ワイ
ンの熟成、凝縮をゆっくり進めることが可能となり、ワインにクリーンさ、フレ
ッシュさを残す事ができる。

【エストゥファ - Estufa】
人工加熱方式。人工的にワインを50度まで加熱することで、熟成の速度を
速める。主に3年物に使用。タンク内に通したコイルを熱することでワイン
を加熱するものや、タンク全体に外側から熱を加えるジャケット方式と呼ば
れるものがあり、後者はワインに直接熱源が触れないため、こげ臭や雑味が
少ない。又は、加える熱は70度程度でタンク内は50度に達する。
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1946年にマリオ・バーベイトによって設立されたヴィニョス・バーベイトは、
今やマデイラ島でも珍しい家族経営のマデイラワインを代表するワイナリーである。

伝統的な醸造方法を継承する一方で、1991年、弊社（木下インターナショナル）による資本参加（50％）以降、
現ワインメーカー兼社長のリカルド・フレイタスを筆頭にワイン造りにおける様々な分野での革新が始まった。

ヴィニョス バーベイト（マデイラ）

Vinhos Barbeito (Madeira)

Jap�Jap� Jap� 
Madeira　マデイラ島

 マデイラワインの特徴

伝統、情熱そして未来への継承

マデイラワインの最大の特徴は、発酵中の酒精強化と熱による酸化熟成・
凝縮にある。葡萄の個性と酒精強化のタイミングにより甘辛の味わいが調整
され、屋根裏の倉庫にワインの樽を置いて太陽光でゆっくりと温めるカンテ
イロ方式と、タンクや樽内のワインを人工的に短期間で加熱処理するエストゥ
ファ方式の2つの熟成方法のどちらかを経て、瓶詰めされる。

最新設備を備えた新ワイナリー
2008 年 11 月、バーベイト社は最新設備を誇る待望のワイナリーを新設。
ワイナリーでは、タンク内のワインが焦げないよう外周から内部のワインを
温め（ジャケット方式）、加熱温度をコンピュータ制御できる最新式のエス
トゥファ（ワインを人工的に温めるタンク）を引き続き運用している。今回
これに加えて、果汁成分の抽出に最適な足踏み破砕を機械で再現した「ロ

ボットラガール」を島内で初
めて導入し、充実した果汁を
得ることに成功した。他にも、
マデイラワイン熟成のために
熱吸収効率を向上させるよう
に考え抜かれたドーム型カン
テイロ（熟成庫）を建設。そ
れまで手作業であった瓶詰め
作業をライン化しスピーディで
安定した生産環境も実現し、
また見学者がテイスティング
や実際に使用する葡萄を目で
見て理解し、楽しむための工
夫もされている。 マデイラワインの発展に貢献した人物が就任する「マデイラ騎士団」。2008年、

弊社代表でありバーベイト社会長である木下康光が、アジアで初めて「マデイ
ラ騎士団」に就任。長年に渡りマデイラワインを世に広めてきた多大な努力と
実績が認められての就任であった。そして 2016 年、弊社及びバーベイト取
締役である永岡清彦、マデイラエントラーダ店長佐藤岳を含めた計 4 名の日
本人が新たに「マデイ
ラ騎士団」に就任。今
後より一層マデイラワイ
ンの普及に努めていく。

マデイラワインの保存について

マデイラ騎士団

◆ 冷やしすぎない…温めて造られるマデイラワインは、冷やしすぎると旨
　 み成分が凝固し沈殿する。（18℃前後が最適）
◆ 立てて保管…アルコール度が高いので、ワインとコルクが長期間接触
　 するとコルクが劣化する可能性がある。
◆ 長期保存が可能…加温熟成で既に酸化した状態のマデイラワインは、開
　 栓後も酸化劣化することなく長期間楽しめる。

▲ バーベイト社 社屋 ▲ バーベイト社 

▲ ドーム型カンテイロ

「少量でも品質の高いマデイラワイン造り」という創業者の理念に立ち返り、同社では、
・ 契約農家に栽培方法を指導するなど密接な関係を構築することで高品質な原料葡萄を獲得
・ 3年熟成ワインの加熱熟成に使用する最新型のエストゥファ（加熱熟成システム）の開発
・ 太陽熱を利用した天然の加熱熟成方式カンテイロには、研究を重ね完成したドーム型カンテイロを採用
・ エイジド・ヴァラエタルにおける単一品種100％使用と、カラメル（着色料）の使用中止

など、革新的で本質的なマデイラワインを造るための情熱と挑戦が、世界を驚かせるマデイラワインを生
み出している。バーベイトでは、酒精強化を終えたワインは、3年熟成タイプであればエストゥファで3ヶ
月間の熟成後更に2年以上の樽熟成、それ以上の熟成タイプであれば450～600ℓのフレンチオークの
古樽に移されカンテイロで熟成される。

Mad�ra Mad�ra 

▲醸造責任者
　リカルド・フレイタス

▲ エストゥファシステム ▲ ロボットラガール

Madeira Dry 
マデイラ　
ドライ

フィルタリングされているのでデキャン
タは不要。琥珀色。とても丸くバランス
が取れた味わいで、ドライなフィニッシ
ュ。

POSコード：5601519346501
3,120円（税抜）参考小売価格 :

辛口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ティンタ・ネグラ
残糖度：47.0g/L　総酸度：5.6g/L
入数：12

Madeira Medium Dry 
マデイラ　
ミディアム・ドライ

ほのかな甘みと酸味のバランスが取れ
た、さらっとしたマデイラワイン。アペ
リティフ、ナイト・キャップとして楽しめ
る。

POSコード：5601519346303
3,120円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ティンタ・ネグラ
残糖度：69.6g/L　総酸度：5.5g/L
入数：12

Madeira Medium Sweet (Medium Rich) 
マデイラ ミディアム・スイート 
（ミディアム・リッチ）

ほどよい甘さとバランスのとれた素晴
らしい酸、キレイで厚みがあり、長い余
韻を持つ。食後酒としてスモークハム
やチーズ、デザートとの相性抜群。

POSコード：5601519322505
3,120円（税抜）参考小売価格 :

中甘口

中辛口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ティンタ・ネグラ
残糖度：90.2g/L　総酸度：5.3g/L
入数：12

Madeira Sweet 
マデイラ 
スイート　

深い甘さを持ちながらソフトな口当た
りで重厚な風味の仕上がり。 デザート
ワインとして、また煮込み料理やお菓
子の香り付けなど料理用に最も人気の
あるタイプ。

POSコード：5601519310403
3,120円（税抜）参考小売価格 :

甘口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ティンタ・ネグラ
残糖度：101.8g/L　総酸度：5.8g/L
入数：12

Madeira Sweet 375ml 
マデイラ スイート 
375ml　

深い甘さを持ちながらソフトな口当た
りで重厚な風味の仕上がり。 デザート
ワインとして、また煮込み料理やお菓
子の香り付けなど料理用に最も人気の
あるタイプ。

POSコード：5601519234600
1,850円（税抜）参考小売価格 :

甘口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ティンタ・ネグラ
残糖度：101.8g/L　総酸度：5.8g/L
入数：12

Madeira Tinta Negra mini bottles 
マデイラ ティンタ・ネグラ 
ミニボトル4種セット　
島の南部カマラ・デ・ロボスと北部サン・ヴィセンテの
ティンタ・ネグラ種を使用。ドライ、ミディアムドライ、ミデ
ィアムスィート、スィートの4種をミニボトルのセットに。

POSコード：
5601519134900 

1,600円（税抜）
参考小売価格 :

原産地呼称：
DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：全種
ティンタ・ネグラ
入数：28

Madeira Island Dry Reserva 5 Year Old 
マデイラ アイランド ドライ 
レゼルバ ５年

ドライフルーツやビスケットの香り。す
っきりと心地よい余韻の長いフィニッ
シュ。オリーブやタパス、チーズと一緒
にアペリティフとして。

POSコード：5601519334614
3,400円（税抜）参考小売価格 :

辛口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ティンタ・ネグラ
残糖度：43.0g/L　総酸度：5.24g/L
入数：6

Madeira Rainwater Reserva 5 Year Old 
マデイラ レインウォーター
レゼルバ ５年　

キレイな黄金色。成熟したシトラスや
フローラル、ドライフルーツの香り。滑
らかな口当たり。コンソメやタパス、チ
ーズと共にアペリティフとして。

POSコード：5601519346419
3,400円（税抜）参考小売価格 :

中辛口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：18.0％
ぶどう品種：ティンタ・ネグラ80％、ヴ
ェルデーリョ20％
残糖度：47.0g/L　総酸度：5.6g/L
入数：6

Madeira Veramar Reserva 5 Year Old 
マデイラ ヴェラマール 
レゼルバ ５年　

フローラルアロマ、熟したシトラスやオ
レンジリーフの香り。滑らかで酸味と糖
度のバランスが取れている。食後酒と
して、ドライフルーツやデザートと、ス
モークハムと一緒に。

POSコード：5601519322413
3,400円（税抜）参考小売価格 :

中甘口

中甘口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ティンタ・ネグラ
残糖度：82.0g/L　総酸度：5.14g/L
入数：6

Madeira Island Rich Reserva 5 Year Old 
マデイラ アイランド・
リッチ レゼルバ 5年

ドライフルーツやナッツ、アーモンドの
アロマ。シトラスのような心地よい酸味
のある柔らかくフレッシュな口当たり。
食後酒に、またデザートやチーズ、砂
糖漬けのフルーツと共に。

POSコード：5601519310519
3,400円（税抜）参考小売価格 :

甘口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ティンタ・ネグラ
残糖度：96.0g/L　総酸度：6.52g/L
入数：6

Madeira Delvino Reserva 5 year old 
マデイラ デルヴィーノ　
レゼルバ 5年

心地良い甘さを残しつつも、すっきりと
きれいな辛口のマデイラ。2割ほどブ
レンドされたセルシアルによるエレガ
ントでフレッシュな酸味が魅力。牡蠣な
どとの相性も抜群！

POSコード：5601519734100
2,400円（税抜）参考小売価格 :

辛口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ティンタ・ネグラ８０％、
セルシアル20％
残糖度：49.7g/L　総酸度：6.96g/L
入数：6

Madeira Boal Reserva 5 Year Old 
マデイラ ブアル 
レゼルバ 5年

ドライフルーツやフローラルな香り。丸
みを帯びたミディアムボディに、かすか
にスモークされた味わいが感じられる。
食後酒に、またフォアグラやチョコレー
ト、チーズ、カステラと併せて。

POSコード：5601519222409
2,700円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ブアル
残糖度：90.0g/L　総酸度：6.19g/L
入数：6 

Madeira Malvasia Reserva 5 Year Old 
マデイラ マルヴァジア 
レゼルバ 5年　

トーストされたアーモンド、ハチミツに
わずかに燻製の香り。キャラメル化さ
れた味わいがほのかに感じられる。食
後酒として、またデザートやチーズ、砂
糖漬けのフルーツと併せて。

POSコード：5601519310304
2,700円（税抜）参考小売価格 :

甘口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：マルヴァジア
残糖度：96.0g/L　総酸度：6.52g/L
入数：6

Madeira Sercial 10 Year Old 
マデイラ セルシアル 
10年　

輝きのある黄金色。芳ばしさとドライフ
ルーツを思わせる調和のとれた香り。
古革や木の甘く旨みのある味わい。★
“SAKURA”アワード2018ゴールド
受賞★

POSコード：5601519735008
4,600円（税抜）参考小売価格 :

辛口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：セルシアル
残糖度：53.3g/L　総酸度：7.4g/L
入数：12

Madeira Verdelho 10 Year Old 
マデイラ ヴェルデーリョ 
10年　

バニラの風味とバランスの取れた酸
味。複 雑 で 素 晴らし い 後 口。★
IWC2009チャンピオントロフィー＆金
賞、“SAKURA”アワード2019ゴー
ルド受賞★

POSコード：5601519747001
4,600円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ヴェルデーリョ
残糖度：60.7g/L　総酸度：7.5g/L
入数：12

Madeira Boal 10 Year Old 
マデイラ ブアル 
10年

蜂蜜やレーズン、バニラを思わせる凝
縮した香り。おだやかな酸とそれを包
みこむ優しい甘さが素晴らしい調和を
見せる。長い余韻を楽しめる。

POSコード：5601519723005
4,600円（税抜）参考小売価格 :

中甘口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ブアル
残糖度：79.1g/L　総酸度：8.6g/L
入数：12

Madeira Malvasia 10 Year Old 
マデイラ マルヴァジア 
10年　

オレンジやレーズンの果実香にチョコ
レートやクリームタフィの香りが混ざり
合う。ほのかな酸味に甘さが際立つ。
余韻は10年熟成の中で最も長い。

POSコード：5601519311004
6,000円（税抜）参考小売価格 :

甘口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：マルヴァジア
残糖度：98.2g/L　総酸度：7.2g/L
入数：12

Madeira Bastardo Tres Pipas Reserva Velha 10 Year Old
マデイラ バスタルド
トレス ピーパス 10年

やや酸があるスパイシーな口当たりの
あと、口いっぱいに広がるしっかりと活
き活きとした酸。なめらかなアプリコッ
トの香りと共にエレガントな余韻。

POSコード：5601519749500
8,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：バスタルド
残糖度：残糖度：64.0g/L　総酸度：
6.92g/L

500ml

500ml 500ml

500ml

500ml

500ml

500ml

375ml 50ml×4

Madeira White Variety 4 mini bottles
マデイラ 白品種10年 
ミニボトル4種セット
マデイラの白品種、セルシアル、ヴェルデーリョ、ブアル、
マルヴァジア各10年の4種をミニボトルのセットに。

POSコード：
5601519123508 

2,400円（税抜）
参考小売価格 :

原産地呼称：
DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：セルシアル、
ヴェルデーリョ、ブアル、
マルヴァジア
入数：2850ml×4

中辛口

Mad�ra Mad�ra 

500ml

Madeira Boal 10 Year Old 
マデイラ ブアル 
10年

蜂蜜やレーズン、バニラを思わせる凝
縮した香り。おだやかな酸とそれを包
みこむ優しい甘さが素晴らしい調和を
見せる。長い余韻を楽しめる。

POSコード：5601519323007
6,000円（税抜）参考小売価格 :

中甘口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ブアル
残糖度：79.1g/L　総酸度：8.6g/L
入数：12

Madeira Malvasia 10 Year Old 
マデイラ マルヴァジア 
10年　

オレンジやレーズンの果実香にチョコ
レートやクリームタフィの香りが混ざり
合う。ほのかな酸味に甘さが際立つ。
余韻は10年熟成の中で最も長い。

POSコード：5601519711002
4,600円（税抜）参考小売価格 :

甘口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：マルヴァジア
残糖度：98.2g/L　総酸度：7.2g/L
入数：12

中辛口

中辛口

Madeira Sercial 10 Year Old 
マデイラ セルシアル 
10年　

輝きのある黄金色。芳ばしさとドライフ
ルーツを思わせる調和のとれた香り。
古革や木の甘く旨みのある味わい。★
“SAKURA”アワード2018ゴールド
受賞★

POSコード：5601519335000
6,000円（税抜）参考小売価格 :

辛口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：セルシアル
残糖度：53.3g/L　総酸度：7.4g/L
入数：12

Madeira Verdelho 10 Year Old 
マデイラ ヴェルデーリョ 
10年　

バニラの風味とバランスの取れた酸
味。複 雑 で 素 晴らし い 後 口。★
IWC2009チャンピオントロフィー＆金
賞、“SAKURA”アワード2019ゴー
ルド受賞★

POSコード：5601519347003
6,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ヴェルデーリョ
残糖度：60.7g/L　総酸度：7.5g/L
入数：12

新商品 Madeira Ribeiro Real Tinta Negra 20 Year Old 
リベイロ・レアル 
ティンタ･ネグラ 20年

明るい琥珀色。木やカラメルのフレッ
シュな香り、バルサミコ、塩、ナッツ、ド
ライいちぢくがほのかに香る。複雑で、
完璧にバランスのとれた何層にもなっ
た味わい。

POSコード：5601519328903
22,500円（税抜）参考小売価格 :

中甘口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ティンタ･ネグラ
残糖度：81.5g/L　総酸度：8.88g/L
入数：6



15 16※容量表記のないものは全て750mlとなります。※生産量、輸入量とも少ない生産者です。ヴィンテージの変更や在庫切れでご迷惑をおかけする場合もございます。ご了承の程お願い申し上げます。ご発注の場合は在庫のお問い合わせをお願いします。

1946年にマリオ・バーベイトによって設立されたヴィニョス・バーベイトは、
今やマデイラ島でも珍しい家族経営のマデイラワインを代表するワイナリーである。

伝統的な醸造方法を継承する一方で、1991年、弊社（木下インターナショナル）による資本参加（50％）以降、
現ワインメーカー兼社長のリカルド・フレイタスを筆頭にワイン造りにおける様々な分野での革新が始まった。

ヴィニョス バーベイト（マデイラ）

Vinhos Barbeito (Madeira)

Jap�Jap� Jap� 
Madeira　マデイラ島

 マデイラワインの特徴

伝統、情熱そして未来への継承

マデイラワインの最大の特徴は、発酵中の酒精強化と熱による酸化熟成・
凝縮にある。葡萄の個性と酒精強化のタイミングにより甘辛の味わいが調整
され、屋根裏の倉庫にワインの樽を置いて太陽光でゆっくりと温めるカンテ
イロ方式と、タンクや樽内のワインを人工的に短期間で加熱処理するエストゥ
ファ方式の2つの熟成方法のどちらかを経て、瓶詰めされる。

最新設備を備えた新ワイナリー
2008 年 11 月、バーベイト社は最新設備を誇る待望のワイナリーを新設。
ワイナリーでは、タンク内のワインが焦げないよう外周から内部のワインを
温め（ジャケット方式）、加熱温度をコンピュータ制御できる最新式のエス
トゥファ（ワインを人工的に温めるタンク）を引き続き運用している。今回
これに加えて、果汁成分の抽出に最適な足踏み破砕を機械で再現した「ロ

ボットラガール」を島内で初
めて導入し、充実した果汁を
得ることに成功した。他にも、
マデイラワイン熟成のために
熱吸収効率を向上させるよう
に考え抜かれたドーム型カン
テイロ（熟成庫）を建設。そ
れまで手作業であった瓶詰め
作業をライン化しスピーディで
安定した生産環境も実現し、
また見学者がテイスティング
や実際に使用する葡萄を目で
見て理解し、楽しむための工
夫もされている。 マデイラワインの発展に貢献した人物が就任する「マデイラ騎士団」。2008年、

弊社代表でありバーベイト社会長である木下康光が、アジアで初めて「マデイ
ラ騎士団」に就任。長年に渡りマデイラワインを世に広めてきた多大な努力と
実績が認められての就任であった。そして 2016 年、弊社及びバーベイト取
締役である永岡清彦、マデイラエントラーダ店長佐藤岳を含めた計 4 名の日
本人が新たに「マデイ
ラ騎士団」に就任。今
後より一層マデイラワイ
ンの普及に努めていく。

マデイラワインの保存について

マデイラ騎士団

◆ 冷やしすぎない…温めて造られるマデイラワインは、冷やしすぎると旨
　 み成分が凝固し沈殿する。（18℃前後が最適）
◆ 立てて保管…アルコール度が高いので、ワインとコルクが長期間接触
　 するとコルクが劣化する可能性がある。
◆ 長期保存が可能…加温熟成で既に酸化した状態のマデイラワインは、開
　 栓後も酸化劣化することなく長期間楽しめる。

▲ バーベイト社 社屋 ▲ バーベイト社 

▲ ドーム型カンテイロ

「少量でも品質の高いマデイラワイン造り」という創業者の理念に立ち返り、同社では、
・ 契約農家に栽培方法を指導するなど密接な関係を構築することで高品質な原料葡萄を獲得
・ 3年熟成ワインの加熱熟成に使用する最新型のエストゥファ（加熱熟成システム）の開発
・ 太陽熱を利用した天然の加熱熟成方式カンテイロには、研究を重ね完成したドーム型カンテイロを採用
・ エイジド・ヴァラエタルにおける単一品種100％使用と、カラメル（着色料）の使用中止

など、革新的で本質的なマデイラワインを造るための情熱と挑戦が、世界を驚かせるマデイラワインを生
み出している。バーベイトでは、酒精強化を終えたワインは、3年熟成タイプであればエストゥファで3ヶ
月間の熟成後更に2年以上の樽熟成、それ以上の熟成タイプであれば450～600ℓのフレンチオークの
古樽に移されカンテイロで熟成される。

Mad�ra Mad�ra 

▲醸造責任者
　リカルド・フレイタス

▲ エストゥファシステム ▲ ロボットラガール

Madeira Dry 
マデイラ　
ドライ

フィルタリングされているのでデキャン
タは不要。琥珀色。とても丸くバランス
が取れた味わいで、ドライなフィニッシ
ュ。

POSコード：5601519346501
3,120円（税抜）参考小売価格 :

辛口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ティンタ・ネグラ
残糖度：47.0g/L　総酸度：5.6g/L
入数：12

Madeira Medium Dry 
マデイラ　
ミディアム・ドライ

ほのかな甘みと酸味のバランスが取れ
た、さらっとしたマデイラワイン。アペ
リティフ、ナイト・キャップとして楽しめ
る。

POSコード：5601519346303
3,120円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ティンタ・ネグラ
残糖度：69.6g/L　総酸度：5.5g/L
入数：12

Madeira Medium Sweet (Medium Rich) 
マデイラ ミディアム・スイート 
（ミディアム・リッチ）

ほどよい甘さとバランスのとれた素晴
らしい酸、キレイで厚みがあり、長い余
韻を持つ。食後酒としてスモークハム
やチーズ、デザートとの相性抜群。

POSコード：5601519322505
3,120円（税抜）参考小売価格 :

中甘口

中辛口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ティンタ・ネグラ
残糖度：90.2g/L　総酸度：5.3g/L
入数：12

Madeira Sweet 
マデイラ 
スイート　

深い甘さを持ちながらソフトな口当た
りで重厚な風味の仕上がり。 デザート
ワインとして、また煮込み料理やお菓
子の香り付けなど料理用に最も人気の
あるタイプ。

POSコード：5601519310403
3,120円（税抜）参考小売価格 :

甘口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ティンタ・ネグラ
残糖度：101.8g/L　総酸度：5.8g/L
入数：12

Madeira Sweet 375ml 
マデイラ スイート 
375ml　

深い甘さを持ちながらソフトな口当た
りで重厚な風味の仕上がり。 デザート
ワインとして、また煮込み料理やお菓
子の香り付けなど料理用に最も人気の
あるタイプ。

POSコード：5601519234600
1,850円（税抜）参考小売価格 :

甘口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ティンタ・ネグラ
残糖度：101.8g/L　総酸度：5.8g/L
入数：12

Madeira Tinta Negra mini bottles 
マデイラ ティンタ・ネグラ 
ミニボトル4種セット　
島の南部カマラ・デ・ロボスと北部サン・ヴィセンテの
ティンタ・ネグラ種を使用。ドライ、ミディアムドライ、ミデ
ィアムスィート、スィートの4種をミニボトルのセットに。

POSコード：
5601519134900 

1,600円（税抜）
参考小売価格 :

原産地呼称：
DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：全種
ティンタ・ネグラ
入数：28

Madeira Island Dry Reserva 5 Year Old 
マデイラ アイランド ドライ 
レゼルバ ５年

ドライフルーツやビスケットの香り。す
っきりと心地よい余韻の長いフィニッ
シュ。オリーブやタパス、チーズと一緒
にアペリティフとして。

POSコード：5601519334614
3,400円（税抜）参考小売価格 :

辛口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ティンタ・ネグラ
残糖度：43.0g/L　総酸度：5.24g/L
入数：6

Madeira Rainwater Reserva 5 Year Old 
マデイラ レインウォーター
レゼルバ ５年　

キレイな黄金色。成熟したシトラスや
フローラル、ドライフルーツの香り。滑
らかな口当たり。コンソメやタパス、チ
ーズと共にアペリティフとして。

POSコード：5601519346419
3,400円（税抜）参考小売価格 :

中辛口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：18.0％
ぶどう品種：ティンタ・ネグラ80％、ヴ
ェルデーリョ20％
残糖度：47.0g/L　総酸度：5.6g/L
入数：6

Madeira Veramar Reserva 5 Year Old 
マデイラ ヴェラマール 
レゼルバ ５年　

フローラルアロマ、熟したシトラスやオ
レンジリーフの香り。滑らかで酸味と糖
度のバランスが取れている。食後酒と
して、ドライフルーツやデザートと、ス
モークハムと一緒に。

POSコード：5601519322413
3,400円（税抜）参考小売価格 :

中甘口

中甘口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ティンタ・ネグラ
残糖度：82.0g/L　総酸度：5.14g/L
入数：6

Madeira Island Rich Reserva 5 Year Old 
マデイラ アイランド・
リッチ レゼルバ 5年

ドライフルーツやナッツ、アーモンドの
アロマ。シトラスのような心地よい酸味
のある柔らかくフレッシュな口当たり。
食後酒に、またデザートやチーズ、砂
糖漬けのフルーツと共に。

POSコード：5601519310519
3,400円（税抜）参考小売価格 :

甘口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ティンタ・ネグラ
残糖度：96.0g/L　総酸度：6.52g/L
入数：6

Madeira Delvino Reserva 5 year old 
マデイラ デルヴィーノ　
レゼルバ 5年

心地良い甘さを残しつつも、すっきりと
きれいな辛口のマデイラ。2割ほどブ
レンドされたセルシアルによるエレガ
ントでフレッシュな酸味が魅力。牡蠣な
どとの相性も抜群！

POSコード：5601519734100
2,400円（税抜）参考小売価格 :

辛口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ティンタ・ネグラ８０％、
セルシアル20％
残糖度：49.7g/L　総酸度：6.96g/L
入数：6

Madeira Boal Reserva 5 Year Old 
マデイラ ブアル 
レゼルバ 5年

ドライフルーツやフローラルな香り。丸
みを帯びたミディアムボディに、かすか
にスモークされた味わいが感じられる。
食後酒に、またフォアグラやチョコレー
ト、チーズ、カステラと併せて。

POSコード：5601519222409
2,700円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ブアル
残糖度：90.0g/L　総酸度：6.19g/L
入数：6 

Madeira Malvasia Reserva 5 Year Old 
マデイラ マルヴァジア 
レゼルバ 5年　

トーストされたアーモンド、ハチミツに
わずかに燻製の香り。キャラメル化さ
れた味わいがほのかに感じられる。食
後酒として、またデザートやチーズ、砂
糖漬けのフルーツと併せて。

POSコード：5601519310304
2,700円（税抜）参考小売価格 :

甘口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：マルヴァジア
残糖度：96.0g/L　総酸度：6.52g/L
入数：6

Madeira Sercial 10 Year Old 
マデイラ セルシアル 
10年　

輝きのある黄金色。芳ばしさとドライフ
ルーツを思わせる調和のとれた香り。
古革や木の甘く旨みのある味わい。★
“SAKURA”アワード2018ゴールド
受賞★

POSコード：5601519735008
4,600円（税抜）参考小売価格 :

辛口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：セルシアル
残糖度：53.3g/L　総酸度：7.4g/L
入数：12

Madeira Verdelho 10 Year Old 
マデイラ ヴェルデーリョ 
10年　

バニラの風味とバランスの取れた酸
味。複 雑 で 素 晴らし い 後 口。★
IWC2009チャンピオントロフィー＆金
賞、“SAKURA”アワード2019ゴー
ルド受賞★

POSコード：5601519747001
4,600円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ヴェルデーリョ
残糖度：60.7g/L　総酸度：7.5g/L
入数：12

Madeira Boal 10 Year Old 
マデイラ ブアル 
10年

蜂蜜やレーズン、バニラを思わせる凝
縮した香り。おだやかな酸とそれを包
みこむ優しい甘さが素晴らしい調和を
見せる。長い余韻を楽しめる。

POSコード：5601519723005
4,600円（税抜）参考小売価格 :

中甘口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ブアル
残糖度：79.1g/L　総酸度：8.6g/L
入数：12

Madeira Malvasia 10 Year Old 
マデイラ マルヴァジア 
10年　

オレンジやレーズンの果実香にチョコ
レートやクリームタフィの香りが混ざり
合う。ほのかな酸味に甘さが際立つ。
余韻は10年熟成の中で最も長い。

POSコード：5601519311004
6,000円（税抜）参考小売価格 :

甘口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：マルヴァジア
残糖度：98.2g/L　総酸度：7.2g/L
入数：12

Madeira Bastardo Tres Pipas Reserva Velha 10 Year Old
マデイラ バスタルド
トレス ピーパス 10年

やや酸があるスパイシーな口当たりの
あと、口いっぱいに広がるしっかりと活
き活きとした酸。なめらかなアプリコッ
トの香りと共にエレガントな余韻。

POSコード：5601519749500
8,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：バスタルド
残糖度：残糖度：64.0g/L　総酸度：
6.92g/L

500ml

500ml 500ml

500ml

500ml

500ml

500ml

375ml 50ml×4

Madeira White Variety 4 mini bottles
マデイラ 白品種10年 
ミニボトル4種セット
マデイラの白品種、セルシアル、ヴェルデーリョ、ブアル、
マルヴァジア各10年の4種をミニボトルのセットに。

POSコード：
5601519123508 

2,400円（税抜）
参考小売価格 :

原産地呼称：
DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：セルシアル、
ヴェルデーリョ、ブアル、
マルヴァジア
入数：2850ml×4

中辛口

Mad�ra Mad�ra 

500ml

Madeira Boal 10 Year Old 
マデイラ ブアル 
10年

蜂蜜やレーズン、バニラを思わせる凝
縮した香り。おだやかな酸とそれを包
みこむ優しい甘さが素晴らしい調和を
見せる。長い余韻を楽しめる。

POSコード：5601519323007
6,000円（税抜）参考小売価格 :

中甘口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ブアル
残糖度：79.1g/L　総酸度：8.6g/L
入数：12

Madeira Malvasia 10 Year Old 
マデイラ マルヴァジア 
10年　

オレンジやレーズンの果実香にチョコ
レートやクリームタフィの香りが混ざり
合う。ほのかな酸味に甘さが際立つ。
余韻は10年熟成の中で最も長い。

POSコード：5601519711002
4,600円（税抜）参考小売価格 :

甘口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：マルヴァジア
残糖度：98.2g/L　総酸度：7.2g/L
入数：12

中辛口

中辛口

Madeira Sercial 10 Year Old 
マデイラ セルシアル 
10年　

輝きのある黄金色。芳ばしさとドライフ
ルーツを思わせる調和のとれた香り。
古革や木の甘く旨みのある味わい。★
“SAKURA”アワード2018ゴールド
受賞★

POSコード：5601519335000
6,000円（税抜）参考小売価格 :

辛口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：セルシアル
残糖度：53.3g/L　総酸度：7.4g/L
入数：12

Madeira Verdelho 10 Year Old 
マデイラ ヴェルデーリョ 
10年　

バニラの風味とバランスの取れた酸
味。複 雑 で 素 晴らし い 後 口。★
IWC2009チャンピオントロフィー＆金
賞、“SAKURA”アワード2019ゴー
ルド受賞★

POSコード：5601519347003
6,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ヴェルデーリョ
残糖度：60.7g/L　総酸度：7.5g/L
入数：12

新商品 Madeira Ribeiro Real Tinta Negra 20 Year Old 
リベイロ・レアル 
ティンタ･ネグラ 20年

明るい琥珀色。木やカラメルのフレッ
シュな香り、バルサミコ、塩、ナッツ、ド
ライいちぢくがほのかに香る。複雑で、
完璧にバランスのとれた何層にもなっ
た味わい。

POSコード：5601519328903
22,500円（税抜）参考小売価格 :

中甘口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ティンタ･ネグラ
残糖度：81.5g/L　総酸度：8.88g/L
入数：6



17 18※容量表記のないものは全て750mlとなります。※ヴィンテージ商品につきましては、常備在庫薄のため、品切れの場合がございます。ご発注の場合は、担当営業へ在庫をご確認の上ご発注くださいますようお願いいたします。※また、為替変動により価格改定を行う場合がございます。合わせ         てご了承くださいますよう、お願いいたします。

Madeira Ribeiro Real Sercial 20 Years Old 
マデイラ リベイロ･レアル 
セルシアル 20年

エキゾチックで絶妙なフレッシュ感と
スパイシーな味わい。シトラスや海の
香り、マルメロ、ナッツの香り。洗練さ
れたデリケートな口当たり。ミネラル感
があり、フレッシュなフィニッシュ。

POSコード：5601519338704
22,500円（税抜）参考小売価格 :

辛口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.5％
ぶどう品種：セルシアル 95%、ティン
タ･ネグラ 5%
残糖度：44.0g/L　総酸度：7.66g/L
入数：6

Madeira Ribeiro Real Verdelho 20 Year Old 
マデイラ リベイロ･レアル 
ヴェルデーリョ 20年　

金色にうっすらグリーンがかった色合
い。溢れんばかりの力強い香りに隠さ
れた複雑味とエレガントな香りが広が
る。

POSコード：5601519348703
22,500円（税抜）参考小売価格 :

中辛口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：ヴェルデーリョ 92%、テ
ィンタ･ネグラ 8%  
残糖度：77.3g/L　総酸度：8.44g/L
入数：6

Madeira Ribeiro Real Malvasia 20 Year Old
マデイラ リベイロ・レアル 
マルヴァジア 20年

エレガントでフレッシュな中に、エキゾチ
ックな木がほのかに香る。クリーミーな口
当たり、複雑味とオイリーな甘味。酸味
とドライなフィニッシュが素晴らしいバラ
ンス。1,416本のみのボトリング。

POSコード：5601519318607
22,500円（税抜）参考小売価格 :

甘口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：マルヴァジア87%､ティ
ンタ・ネグラ13%
残糖度：100.0g/L　総酸度：9.04g/L
入数：6

Madeira Malvasia 30 Year Old 
マデイラ マルヴァジア 
30年　

多様なブーケが飛び交うワイン。白檀
のエキゾチックでスモークされた香り。
バルサミコ、クローブ、リコリスにカラ
メルがかったくるみがほのかに感じら
れる。オイリーで洗練された口当たり。

POSコード：5601519318706
45,000円（税抜）参考小売価格 :

甘口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：マルヴァジア
残糖度：98.0g/L　総酸度：9.15g/L
入数：6

Madeira Sercial 1992
マデイラ セルシアル　
1992

現ワインメーカー　リカルド・フレイタ
スが醸造した初めての記念すべきワイ
ン。カンテイロシステムのもと、フレン
チオークで熟成。すべてのボトルにナ
ンバリングがされている。

POSコード：5601519731109
20,000円（税抜）参考小売価格 :

辛口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：セルシアル
残糖度：53.7g/L　総酸度：8.6g/L
入数：6

中甘口

Madeira Boal 1992
マデイラ ブアル　
1992

現ワインメーカー　リカルド・フレイタ
スが醸造した初めての記念すべきワイ
ン。カンテイロシステムのもと、フレン
チオークで熟成。すべてのボトルにナ
ンバリングがされている。

POSコード：5601519722206
20,000円（税抜）参考小売価格 :

中甘口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.5％
ぶどう品種：ブアル
残糖度：92.1g/L　総酸度：8.0g/L
入数：6

500ml

500ml

500ml 500ml

500ml

Madeira Ribeiro Real Verdelho 1981 
マデイラ リベイロ･レアル 
ヴェルデーリョ 1981

これまでのリベイロ・レアル シリーズ
とは異なり、“最高の品質のワイン”と
いう意味で“リベイロ・レアル”の名前
を冠したマデイラワイン。690本のみ
ボトリング。

POSコード：601519348901
31,000円（税抜）参考小売価格 :

中辛口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.5％
ぶどう品種：ヴェルデーリョ 
残糖度：65.0g/L　総酸度：9.15g/L
入数：6

Madeira Boal 40 Year Old 
Vinho do Embaixador
マデイラ ブアル 40年 アンバサダー

40年以上熟成させたブアルに、より一
層熟成年数を経たブアルをブレンド。非
常に滑らかで、その後柑橘系のような
酸が広がる。739本のみボトリング。
2018年ベストオブザイヤー受賞。

POSコード：5601519329306
50,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ブアル
残糖度：74.0g/L　総酸度：9.45g/L
入数：6

Madeira Tinta Negra Single Harvest 2007
マデイラ ティンタ・ネグラ 
シングルハーベスト2007

明るい黄金色。ドライフルーツやクル
ミ、ピスタチオ、黄色い果実のジャムの
香り。ほのかに若葉のミネラル感を感
じる。フレッシュで繊細な口当たりと酸
のバランスがよい。

POSコード：5601519749104
4,000円（税抜）参考小売価格 :

中辛口

中辛口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ティンタ・ネグラ
残糖度：62.0g/L　総酸度：7.42g/L
入数：6

Madeira Malvasia Colheita 2005
マデイラ マルヴァジア
コリェイタ 2005

凝縮感のあるアロマには、ドライフル
ーツ、ナッツ等の中に塩っぽい香りも
ある。甘いスパイスと酸のフレッシュさ
がバランスよい。やや長い余韻には緻
密な酸と蜂蜜の香りを感じる。

POSコード：5601519710906
6,000円（税抜）参考小売価格 :

甘口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：マルヴァジア
残糖度：102.0g/L　総酸度：6.79g/L
入数：6

500ml 500ml

Madeira Sercial 1988
マデイラ セルシアル　
1988

干しブドウ、燻した木材、革の香り、レ
モンの皮、ドライフィグを感じさせる。
心地よくエレガントな塩味はフレッシュ
で澄んだ酸との調和がとれている。永
遠に続くかのようなドライな余韻。

POSコード：5601519338803
38,000円（税抜）参考小売価格 :

辛口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.5％
ぶどう品種：セルシアル
残糖度：38.0g/L　総酸度：11.28g/L
入数：6

Madeira Verdelho 1995
マデイラ ヴェルデーリョ　
1995

メンソール、パイナップル、ドライフィ
グ、チョコレートパウダーの香り。柑橘
系の味わい、美しい酸、スパイスのニ
ュアンスの入ったフレッシュさがエレガ
ントで長い余韻を残す。

POSコード：5601519349304
31,000円（税抜）参考小売価格 :

中辛口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.5％
ぶどう品種：ヴェルデーリョ
残糖度：61.0g/L　総酸度：9.99g/L
入数：6

Mad�ra Mad�ra Mad�ra Mad�ra 

Madeira Verdelho1994 
マデイラ ヴェルデーリョ
1994

キャンディーやフルーツ、クルミ、アプ
リコットなど甘い香辛料のブーケに、ミ
ントのノートが美しい酸を携える。口内
はシトラスや甘さと苦さの美しいバラ
ンスがあり、長い余韻を残す。

POSコード：5601519349205
32,000円（税抜）参考小売価格 :

中辛口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.5％
ぶどう品種：ヴェルデーリョ 
残糖度：63.0g/L　総酸度：7.93g/L
入数：6

在庫限り終売 在庫限り終売

中甘口
Madeira Tinta Negra  Colheita2017 
マデイラ ティンタ・ネグラ 
コリェイタ2007

ドライフルーツやタバコの葉の香り。少
しピリッとした感じが美しくいきいきと
した酸を強調する。酸を携えた余韻が
エレガント。

POSコード：5601519729502
6,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ティンタ・ネグラ
残糖度：88.0g/L　総酸度：7.92g/L
入数：6

中甘口
Madeira Boal Colheita2002
マデイラ ブアル コリェイタ
2002

フレッシュな花の香り。パイナップル、アプ
リコット、熟れた柑橘、グリーンレーズン（白
ブドウ）、キャラメルやフルーツの砂糖漬け
のニュアンス。滑らかでスパイシーな酸。
柑橘の香りと調和のとれた長い余韻。

POSコード：5601519729601
7,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ティンタ・ネグラ
残糖度：82.0g/L　総酸度：6.22g/L
入数：6

在庫限り終売

在庫限り終売

在庫限り終売

Madeira Sercial 1993
マデイラ セルシアル　
1993

緑がかった黄金色。かりん、塩キャラメ
ル、くるみ、松や軽いニスなどもとれる、
スパイスの香り。非常にエレガントで、
フレッシュなうえに、味わい深い。非常
に長い余韻。

POSコード：5601519338902
34,500円（税抜）参考小売価格 :

辛口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：セルシアル
残糖度：41.0g/L　総酸度：10.26g/L
入数：6

在庫限り終売

500ml

Madeira Tinta Negra Single Harvest 2008
マデイラ ティンタ・ネグラ 
シングルハーベスト2008

ドライフルーツや黄色い果実のジャム
の香り。ドライフラワー、熟れた柑橘
系、ピスタチオの香り。口に含むと優し
い蜂蜜のニュアンスに酸のバランスが
よく、フレッシュで長い余韻。

POSコード：5601519749203
4,000円（税抜）参考小売価格 :

中辛口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ティンタ・ネグラ
残糖度：62.0g/L　総酸度：5.96g/L
入数：6

Madeira Verdelho 50 Year Old - Aniversário
マデイラ ヴェルデーリョ 
50年　アニヴェルセリオ

バーベイト社の設立75周年を祝して、
選りすぐりの古いヴェルデーリョをブレ
ンドしてつくられたワイン。永遠に続く
ようなフレッシュさの刺激的な余韻。

POSコード：5601519349403
82,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ヴェルデーリョ
残糖度：63.0g/L　総酸度：8.92g/L
入数：6

新商品

新商品
Madeira Boal 1995
マデイラブアル　
1995

カラメルやハチミツなどの豊かな香り
とタバコがほのかに後から香る。複雑
味とエレガントさ、丸みを帯びたエッジ
に深みある柔らかみが心地よい。

POSコード：5601519328804
24,000円（税抜）参考小売価格 :

中甘口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ブアル 
残糖度：98.0g/L　総酸度：9.15g/L
入数：6

Madeira Verdelho 1992
マデイラ ヴェルデーリョ　
1992

現ワインメーカーであるリカルド・フレ
イタスが醸造した初めての記念すべき
ワイン。エレガントで酸とのバランスが
素晴らしい。滑らかでライトなフィニッ
シュ。

POSコード：5601519748602
20,000円（税抜）参考小売価格 :

中辛口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.5％
ぶどう品種：ヴェルデーリョ
残糖度：73.6g/L  総酸度：9.1g/L 
入数：6

中甘口

500ml

Madeira Malvasia 20 Year Old Lot 18143
マデイラ マルヴァジア 
20年 Lot 18143

熟成の若いものと古いものをブレンドに
選んだ結果、口当たりは穏やかだが次第
に優雅な香りで口内が満たされる。スパ
イスの香りを主とし、ほのかに樹木、バタ
ースコッチ、レーズンなども感じられる。

POSコード：5601519318904
24,000円（税抜）参考小売価格 :

甘口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：マルヴァジア
残糖度：90.0g/L　総酸度：8.38g/L
入数：6

Madeira Bastardo 50 Year Old 
マデイラ バスタルド 
50年

リカルド氏の祖父を偲んで造られ、エ
キゾチックなスパイスやバタースコッ
チなどが何層にも重なりあった香り。
50年越えのバスタルドとのブレンドに
より50年相当と認められたもの。

POSコード：5601519329108
78,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：バスタルド
残糖度：87.0g/L　総酸度：8.74g/L
入数：6

500ml

在庫限り終売

Madeira Verdelho Colheita2006
マデイラ ヴェルデーリョ 
コリェイタ2006

流れるようなストラクチャーと滑らかな
エッジ、サルタナレーズンや黄色い果
実の繊細な香りも広がる。滑らかでバ
ランスの良い余韻の中に、スッキリ力
強い酸を感じる。

POSコード：5601519749609
5,900円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ヴェルデーリョ
残糖度：66.0g/L　総酸度：6.77g/L
入数：6

在庫限り終売

Madeira Verdelho 1992
マデイラ ヴェルデーリョ　
1992

現ワインメーカーであるリカルド・フレ
イタスが醸造した初めての記念すべき
ワイン。エレガントで酸とのバランスが
素晴らしい。滑らかでライトなフィニッ
シュ。

POSコード：5601519348604
26,000円（税抜）参考小売価格 :

中辛口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.5％
ぶどう品種：ヴェルデーリョ
残糖度：73.6g/L  総酸度：9.1g/L 
入数：6 在庫限り終売

在庫限り終売

中辛口新商品

Madeira Rainwater 
マデイラ 
レインウォーター

ナッツのアロマでライトフレーバー。冷
やして食前酒に、またデザートにもよく
合う。

POSコード：5010867600737
3,120円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：18.0％
ぶどう品種：ティンタ・ネグラ
残糖度：69.0g/L　総酸度：5.2g/L
入数：12

Madeira Duke of Clarence 
マデイラ デューク・オブ・
クラレンス

深い黄金色で、蜂蜜やレーズンの香
り。豊かな甘みとボディ、ソフトな口当
たり。どんなタイプのケーキにもぴった
りで、食後酒としても楽しめる。

POSコード：5010867600027
3,120円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ティンタ・ネグラ
残糖度： 114.9g/L　総酸度：5.3g/L
入数：12

Madeira Sercial 5 Year Old 
マデイラ 
セルシアル 5年

トパーズのように輝くゴールドの色調。
アペリティフとしても、また魚介類の前
菜と合わせてスターターとしても良い。
ドライフルーツやナッツとも好相性。

POSコード：5010867600096
3,600円（税抜）参考小売価格 :

中辛口 中辛口

中辛口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：セルシアル
残糖度：50.0g/L　総酸度：6.0g/L
入数：12

Madeira Verdelho 5 Year Old  
マデイラ 
ヴェルデーリョ 5年

澄んだ美しいトパーズ色。レーズン、ド
ライフルーツ、スパイスの複雑な香り。
ハチミツやオレンジのニュアンス。鶏
肉やパテと共に。★“SAKURA”アワ
ード2018ゴールド受賞★

POSコード：5010867600089
3,600円（税抜）参考小売価格 :

甘口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ヴェルデーリョ
残糖度：78.0g/L　総酸度：6.0g/L
入数：12

Madeira Bual 5 Year Old 
マデイラ 
ブアル 5年

澄んだ琥珀色、ゴールドの色調。ドライ
フルーツ、バニラの香り。食後に、またフ
ルーツやミルクチョコレート、ハードタイ
プのチーズと良く合う。★“SAKURA”
アワード2019ゴールド受賞★

POSコード：5010867600072
3,600円（税抜）参考小売価格 :

甘口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ブアル
残糖度：100.0g/L　総酸度：6.0g/L
入数：12

辛口

Madeira Alvada 5 Year Old
マデイラ 
アルヴァダ 5年　　

美しい金栗色。ドライフルーツの香り、
木樽やスパイスのニュアンス。リッチな
甘さと酸との良いバランス。若者をター
ゲットにした「新しいマデイラワイン」。

POSコード：5010867600669
2,800円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ブアル50％、マルムジー
50％
残糖度：130.0g/L　総酸度：6.0g/L
入数：6

中甘口
Madeira Malmsey 5 Year Old 
マデイラ 
マルムジー 5年

濃い、茶色がかった黄金色。レーズン
やトフィー、ナッツの香り。非常にリッ
チな甘さが広がるが、酸とのバランス
が良い。フルーツケーキ、濃厚なチョコ
レートプディングやチーズと好相性。

POSコード：5010867600065
3,600円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：マルムジー
残糖度：123.0g/L　総酸度：6.0g/L
入数：12

Madeira Sercial 10 Years Old 
マデイラ 
セルシアル 10年

淡く明るいトパーズ色、金色のエッジ。
ドライフルーツ、木樽の香りやシトラス
フレーバー。ナッツのような味わいの
長い余韻。食前酒はもちろん、ドライフ
ルーツやスパイシーなチーズとも。

POSコード：5010867600843
4,600円（税抜）参考小売価格 :

甘口

甘口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：セルシアル
残糖度：48.0g/L　総酸度：7.0g/L
入数：6

Madeira Verdelho 10 Year Old 
マデイラ 
ヴェルデーリョ 10年

澄んだトパーズ色、ゴールドの色調。ド
ライフルーツとスパイスの新鮮で芳ば
しい香り。スパイシーなエキゾチックフ
ルーツの長い余韻。食前酒としてだけ
でなく、パテやスープとも合う。

POSコード：5010867600980
4,600円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ヴェルデーリョ
残糖度：73.0g/L　総酸度：6.0g/L
入数：6

Madeira Bual 10 Year Old
マデイラ 
ブアル 10年

澄んだ琥珀色で金色のエッジ。非常に
複雑で、イチジクやプルーン、ドライフ
ルーツのような香り。アーモンドやオー
クのニュアンス。トフィーやバニラを感
じる滑らかな味わい。

POSコード：5010867600690
4,600円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ブアル
残糖度：100.0g/L　総酸度：7.0g/L
入数：6 

Madeira Malmsey 10 Year Old  
マデイラ 
マルムジー 10年

澄んだ濃い金栗色。グリーンがかったエ
ッジ。木樽、ドライフルーツ、トフィー、ス
パイスの香り。デザート、特にフルーツ、
リッチなチョコレートプディングやチーズ
と良く合う。

POSコード：5010867600713
4,600円（税抜）参考小売価格 :

甘口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：マルムジー
残糖度：123.0g/L　総酸度：6.5g/L
入数：6

辛口 中甘口

中辛口

500ml500ml

500ml

500ml

500ml

Madeira Alvada 5 Year Old 200ml 
マデイラ アルヴァダ 5年 
200ml　　

美しい金栗色。ドライフルーツの香り、
木樽やスパイスのニュアンス。リッチな
甘さと酸との良いバランス。若者をタ
ーゲットにした「新しいマデイラワイ
ン」。

POSコード：5600455020018
1.500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ブアル50％、マルムジー
50％
残糖度：130.0g/L　総酸度：6.0g/L
入数：24200ml

50ml×4

Madeira White Varietal wines 5 Year Old mini bottles  
マデイラ 白品種5年 
ミニボトル4種セット
マデイラの白品種、セルシアル・ヴェルデーリョ・ブアル・
マルムジー各5年の4種をミニボトルのセットに。

POSコード：
5010867600522

1,800円（税抜）
参考小売価格 :

原産地呼称：
DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：セルシアル、ヴェ
ルデーリョ、ブアル、マルムジー
入数：45

Blandy’s
ブランディーズ
ブランディーズは1811年にジョン・ブランディにより設立された家族経営のマデイラワインメーカー。マデイラワイン
のリーディングカンパニーとしてイギリス市場で地位を確立、2世紀に渡りファインワインの生産を続けている。現
CEOのクリス・ブランディは7代目にあたり、30代の若さで歴史ある企業を引き継いだ。ボディのしっかりしたリッチ
なスタイルが特徴で、世界中のワインコンペティションでもその品質の高さを認められており、ワインメーカーのフラン
シスコ・アルブケルケはインターナショナル ワイン チャレンジで、“フォーティファイドワインメーカー オブ ザ イヤ
ー”を2008 年から3 年連続受賞。伝統を重んじつつ、革新的なワインを生み出す実力派。Chris  Blandy

Chris  Blandy

Madeira　マデイラ島

在庫限り終売

Madeira Bual 30 Year Old  
マデイラ 
ブアル 30年

芳醇でクリーミー、ドライアプリコット
の香り。活き活きとした酸とピュアなミ
ネラル感、ほのかにホワイトペッパーが
香る。ポルトガルワイン誌「Revista 
de Vinho」ベストワイン2016受賞。

POSコード：5600455020650
26,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ブアル
残糖度：91.0g/L　総酸度：8.0g/L
入数：6
※2022年7月価格改定

中甘口

辛口

マーマレード、非常にフレッシュなアロ
マを携えつつ、やや乾いたフレーバー
も感じ取れる。スパイスの香りと長くあ
たたかい余韻が心地よい。

Madeira Sercial Colheita　2008
マデイラ セルシアル 
コリェイタ2008

POSコード：5600455021565
9,400円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：セルシアル
残糖度：40.0g/L　総酸度：8.7g/L
入数：6
※2022年7月価格改定500ml

500ml

新商品
Madeira Malmsey Colheita2004
マデイラ マルムジー　
コリェイタ2004

マデイラワインの特徴的なアロマがあ
り、ドライフルーツや蜂蜜、スパイス、ブ
ランデーのような香り。口に含むと甘く柔
らかく、砂糖菓子や木を焦がしたような
香り広がり、余韻が長い。

POSコード：5600455021459
8,700円（税抜）参考小売価格 :

甘口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：マルムジー
残糖度：117.0g/L　総酸度：7.0g/L
入数：6
※2022年7月価格改定

Madeira Verdelho Colheita 2008
マデイラ ヴェルデーリョ 
コリェイタ2008

柑橘類の砂糖菓子や、ドライフルーツ
など複雑で濃厚なマデイラワインの特
徴的なアロマがある。塩味やスパイス
の香りもとれる。ジャムやチャツネなど
の香りと共に余韻が長く続く。

POSコード：5600455021473
7,200円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ヴェルデーリョ
残糖度：68.0g/L　総酸度：6.5g/L
入数：6
※2022年7月価格改定

辛口
Madeira Bual Colheita 2003
マデイラ ブアル コリェイタ 
2003

緑がかった黄金色。マデイラワインの特
徴的なアロマがあり、エキゾチックな木
の香り、ドライフルーツ、なつめ、バニラ
やカカオの香り。ミディアムスイートで、
フルボディ。長くフレッシュな余韻。

POSコード：5600455021046
8,000円（税抜）参考小売価格 :

中甘口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ブアル
残糖度：92.0g/L　総酸度：6.75g/L
入数：6
※2022年7月価格改定500ml 500ml500ml

価格
改定

価格
改定

価格
改定

価格
改定

価格
改定
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Madeira Ribeiro Real Sercial 20 Years Old 
マデイラ リベイロ･レアル 
セルシアル 20年

エキゾチックで絶妙なフレッシュ感と
スパイシーな味わい。シトラスや海の
香り、マルメロ、ナッツの香り。洗練さ
れたデリケートな口当たり。ミネラル感
があり、フレッシュなフィニッシュ。

POSコード：5601519338704
22,500円（税抜）参考小売価格 :

辛口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.5％
ぶどう品種：セルシアル 95%、ティン
タ･ネグラ 5%
残糖度：44.0g/L　総酸度：7.66g/L
入数：6

Madeira Ribeiro Real Verdelho 20 Year Old 
マデイラ リベイロ･レアル 
ヴェルデーリョ 20年　

金色にうっすらグリーンがかった色合
い。溢れんばかりの力強い香りに隠さ
れた複雑味とエレガントな香りが広が
る。

POSコード：5601519348703
22,500円（税抜）参考小売価格 :

中辛口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：ヴェルデーリョ 92%、テ
ィンタ･ネグラ 8%  
残糖度：77.3g/L　総酸度：8.44g/L
入数：6

Madeira Ribeiro Real Malvasia 20 Year Old
マデイラ リベイロ・レアル 
マルヴァジア 20年

エレガントでフレッシュな中に、エキゾチ
ックな木がほのかに香る。クリーミーな口
当たり、複雑味とオイリーな甘味。酸味
とドライなフィニッシュが素晴らしいバラ
ンス。1,416本のみのボトリング。

POSコード：5601519318607
22,500円（税抜）参考小売価格 :

甘口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：マルヴァジア87%､ティ
ンタ・ネグラ13%
残糖度：100.0g/L　総酸度：9.04g/L
入数：6

Madeira Malvasia 30 Year Old 
マデイラ マルヴァジア 
30年　

多様なブーケが飛び交うワイン。白檀
のエキゾチックでスモークされた香り。
バルサミコ、クローブ、リコリスにカラ
メルがかったくるみがほのかに感じら
れる。オイリーで洗練された口当たり。

POSコード：5601519318706
45,000円（税抜）参考小売価格 :

甘口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：マルヴァジア
残糖度：98.0g/L　総酸度：9.15g/L
入数：6

Madeira Sercial 1992
マデイラ セルシアル　
1992

現ワインメーカー　リカルド・フレイタ
スが醸造した初めての記念すべきワイ
ン。カンテイロシステムのもと、フレン
チオークで熟成。すべてのボトルにナ
ンバリングがされている。

POSコード：5601519731109
20,000円（税抜）参考小売価格 :

辛口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：セルシアル
残糖度：53.7g/L　総酸度：8.6g/L
入数：6

中甘口

Madeira Boal 1992
マデイラ ブアル　
1992

現ワインメーカー　リカルド・フレイタ
スが醸造した初めての記念すべきワイ
ン。カンテイロシステムのもと、フレン
チオークで熟成。すべてのボトルにナ
ンバリングがされている。

POSコード：5601519722206
20,000円（税抜）参考小売価格 :

中甘口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.5％
ぶどう品種：ブアル
残糖度：92.1g/L　総酸度：8.0g/L
入数：6

500ml

500ml

500ml 500ml

500ml

Madeira Ribeiro Real Verdelho 1981 
マデイラ リベイロ･レアル 
ヴェルデーリョ 1981

これまでのリベイロ・レアル シリーズ
とは異なり、“最高の品質のワイン”と
いう意味で“リベイロ・レアル”の名前
を冠したマデイラワイン。690本のみ
ボトリング。

POSコード：601519348901
31,000円（税抜）参考小売価格 :

中辛口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.5％
ぶどう品種：ヴェルデーリョ 
残糖度：65.0g/L　総酸度：9.15g/L
入数：6

Madeira Boal 40 Year Old 
Vinho do Embaixador
マデイラ ブアル 40年 アンバサダー

40年以上熟成させたブアルに、より一
層熟成年数を経たブアルをブレンド。非
常に滑らかで、その後柑橘系のような
酸が広がる。739本のみボトリング。
2018年ベストオブザイヤー受賞。

POSコード：5601519329306
50,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ブアル
残糖度：74.0g/L　総酸度：9.45g/L
入数：6

Madeira Tinta Negra Single Harvest 2007
マデイラ ティンタ・ネグラ 
シングルハーベスト2007

明るい黄金色。ドライフルーツやクル
ミ、ピスタチオ、黄色い果実のジャムの
香り。ほのかに若葉のミネラル感を感
じる。フレッシュで繊細な口当たりと酸
のバランスがよい。

POSコード：5601519749104
4,000円（税抜）参考小売価格 :

中辛口

中辛口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ティンタ・ネグラ
残糖度：62.0g/L　総酸度：7.42g/L
入数：6

Madeira Malvasia Colheita 2005
マデイラ マルヴァジア
コリェイタ 2005

凝縮感のあるアロマには、ドライフル
ーツ、ナッツ等の中に塩っぽい香りも
ある。甘いスパイスと酸のフレッシュさ
がバランスよい。やや長い余韻には緻
密な酸と蜂蜜の香りを感じる。

POSコード：5601519710906
6,000円（税抜）参考小売価格 :

甘口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：マルヴァジア
残糖度：102.0g/L　総酸度：6.79g/L
入数：6

500ml 500ml

Madeira Sercial 1988
マデイラ セルシアル　
1988

干しブドウ、燻した木材、革の香り、レ
モンの皮、ドライフィグを感じさせる。
心地よくエレガントな塩味はフレッシュ
で澄んだ酸との調和がとれている。永
遠に続くかのようなドライな余韻。

POSコード：5601519338803
38,000円（税抜）参考小売価格 :

辛口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.5％
ぶどう品種：セルシアル
残糖度：38.0g/L　総酸度：11.28g/L
入数：6

Madeira Verdelho 1995
マデイラ ヴェルデーリョ　
1995

メンソール、パイナップル、ドライフィ
グ、チョコレートパウダーの香り。柑橘
系の味わい、美しい酸、スパイスのニ
ュアンスの入ったフレッシュさがエレガ
ントで長い余韻を残す。

POSコード：5601519349304
31,000円（税抜）参考小売価格 :

中辛口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.5％
ぶどう品種：ヴェルデーリョ
残糖度：61.0g/L　総酸度：9.99g/L
入数：6

Mad�ra Mad�ra Mad�ra Mad�ra 

Madeira Verdelho1994 
マデイラ ヴェルデーリョ
1994

キャンディーやフルーツ、クルミ、アプ
リコットなど甘い香辛料のブーケに、ミ
ントのノートが美しい酸を携える。口内
はシトラスや甘さと苦さの美しいバラ
ンスがあり、長い余韻を残す。

POSコード：5601519349205
32,000円（税抜）参考小売価格 :

中辛口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.5％
ぶどう品種：ヴェルデーリョ 
残糖度：63.0g/L　総酸度：7.93g/L
入数：6

在庫限り終売 在庫限り終売

中甘口
Madeira Tinta Negra  Colheita2017 
マデイラ ティンタ・ネグラ 
コリェイタ2007

ドライフルーツやタバコの葉の香り。少
しピリッとした感じが美しくいきいきと
した酸を強調する。酸を携えた余韻が
エレガント。

POSコード：5601519729502
6,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ティンタ・ネグラ
残糖度：88.0g/L　総酸度：7.92g/L
入数：6

中甘口
Madeira Boal Colheita2002
マデイラ ブアル コリェイタ
2002

フレッシュな花の香り。パイナップル、アプ
リコット、熟れた柑橘、グリーンレーズン（白
ブドウ）、キャラメルやフルーツの砂糖漬け
のニュアンス。滑らかでスパイシーな酸。
柑橘の香りと調和のとれた長い余韻。

POSコード：5601519729601
7,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ティンタ・ネグラ
残糖度：82.0g/L　総酸度：6.22g/L
入数：6

在庫限り終売

在庫限り終売

在庫限り終売

Madeira Sercial 1993
マデイラ セルシアル　
1993

緑がかった黄金色。かりん、塩キャラメ
ル、くるみ、松や軽いニスなどもとれる、
スパイスの香り。非常にエレガントで、
フレッシュなうえに、味わい深い。非常
に長い余韻。

POSコード：5601519338902
34,500円（税抜）参考小売価格 :

辛口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：セルシアル
残糖度：41.0g/L　総酸度：10.26g/L
入数：6

在庫限り終売

500ml

Madeira Tinta Negra Single Harvest 2008
マデイラ ティンタ・ネグラ 
シングルハーベスト2008

ドライフルーツや黄色い果実のジャム
の香り。ドライフラワー、熟れた柑橘
系、ピスタチオの香り。口に含むと優し
い蜂蜜のニュアンスに酸のバランスが
よく、フレッシュで長い余韻。

POSコード：5601519749203
4,000円（税抜）参考小売価格 :

中辛口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ティンタ・ネグラ
残糖度：62.0g/L　総酸度：5.96g/L
入数：6

Madeira Verdelho 50 Year Old - Aniversário
マデイラ ヴェルデーリョ 
50年　アニヴェルセリオ

バーベイト社の設立75周年を祝して、
選りすぐりの古いヴェルデーリョをブレ
ンドしてつくられたワイン。永遠に続く
ようなフレッシュさの刺激的な余韻。

POSコード：5601519349403
82,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ヴェルデーリョ
残糖度：63.0g/L　総酸度：8.92g/L
入数：6

新商品

新商品
Madeira Boal 1995
マデイラブアル　
1995

カラメルやハチミツなどの豊かな香り
とタバコがほのかに後から香る。複雑
味とエレガントさ、丸みを帯びたエッジ
に深みある柔らかみが心地よい。

POSコード：5601519328804
24,000円（税抜）参考小売価格 :

中甘口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ブアル 
残糖度：98.0g/L　総酸度：9.15g/L
入数：6

Madeira Verdelho 1992
マデイラ ヴェルデーリョ　
1992

現ワインメーカーであるリカルド・フレ
イタスが醸造した初めての記念すべき
ワイン。エレガントで酸とのバランスが
素晴らしい。滑らかでライトなフィニッ
シュ。

POSコード：5601519748602
20,000円（税抜）参考小売価格 :

中辛口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.5％
ぶどう品種：ヴェルデーリョ
残糖度：73.6g/L  総酸度：9.1g/L 
入数：6

中甘口

500ml

Madeira Malvasia 20 Year Old Lot 18143
マデイラ マルヴァジア 
20年 Lot 18143

熟成の若いものと古いものをブレンドに
選んだ結果、口当たりは穏やかだが次第
に優雅な香りで口内が満たされる。スパ
イスの香りを主とし、ほのかに樹木、バタ
ースコッチ、レーズンなども感じられる。

POSコード：5601519318904
24,000円（税抜）参考小売価格 :

甘口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：マルヴァジア
残糖度：90.0g/L　総酸度：8.38g/L
入数：6

Madeira Bastardo 50 Year Old 
マデイラ バスタルド 
50年

リカルド氏の祖父を偲んで造られ、エ
キゾチックなスパイスやバタースコッ
チなどが何層にも重なりあった香り。
50年越えのバスタルドとのブレンドに
より50年相当と認められたもの。

POSコード：5601519329108
78,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：バスタルド
残糖度：87.0g/L　総酸度：8.74g/L
入数：6

500ml

在庫限り終売

Madeira Verdelho Colheita2006
マデイラ ヴェルデーリョ 
コリェイタ2006

流れるようなストラクチャーと滑らかな
エッジ、サルタナレーズンや黄色い果
実の繊細な香りも広がる。滑らかでバ
ランスの良い余韻の中に、スッキリ力
強い酸を感じる。

POSコード：5601519749609
5,900円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ヴェルデーリョ
残糖度：66.0g/L　総酸度：6.77g/L
入数：6

在庫限り終売

Madeira Verdelho 1992
マデイラ ヴェルデーリョ　
1992

現ワインメーカーであるリカルド・フレ
イタスが醸造した初めての記念すべき
ワイン。エレガントで酸とのバランスが
素晴らしい。滑らかでライトなフィニッ
シュ。

POSコード：5601519348604
26,000円（税抜）参考小売価格 :

中辛口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.5％
ぶどう品種：ヴェルデーリョ
残糖度：73.6g/L  総酸度：9.1g/L 
入数：6 在庫限り終売

在庫限り終売

中辛口新商品

Madeira Rainwater 
マデイラ 
レインウォーター

ナッツのアロマでライトフレーバー。冷
やして食前酒に、またデザートにもよく
合う。

POSコード：5010867600737
3,120円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：18.0％
ぶどう品種：ティンタ・ネグラ
残糖度：69.0g/L　総酸度：5.2g/L
入数：12

Madeira Duke of Clarence 
マデイラ デューク・オブ・
クラレンス

深い黄金色で、蜂蜜やレーズンの香
り。豊かな甘みとボディ、ソフトな口当
たり。どんなタイプのケーキにもぴった
りで、食後酒としても楽しめる。

POSコード：5010867600027
3,120円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ティンタ・ネグラ
残糖度： 114.9g/L　総酸度：5.3g/L
入数：12

Madeira Sercial 5 Year Old 
マデイラ 
セルシアル 5年

トパーズのように輝くゴールドの色調。
アペリティフとしても、また魚介類の前
菜と合わせてスターターとしても良い。
ドライフルーツやナッツとも好相性。

POSコード：5010867600096
3,600円（税抜）参考小売価格 :

中辛口 中辛口

中辛口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：セルシアル
残糖度：50.0g/L　総酸度：6.0g/L
入数：12

Madeira Verdelho 5 Year Old  
マデイラ 
ヴェルデーリョ 5年

澄んだ美しいトパーズ色。レーズン、ド
ライフルーツ、スパイスの複雑な香り。
ハチミツやオレンジのニュアンス。鶏
肉やパテと共に。★“SAKURA”アワ
ード2018ゴールド受賞★

POSコード：5010867600089
3,600円（税抜）参考小売価格 :

甘口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ヴェルデーリョ
残糖度：78.0g/L　総酸度：6.0g/L
入数：12

Madeira Bual 5 Year Old 
マデイラ 
ブアル 5年

澄んだ琥珀色、ゴールドの色調。ドライ
フルーツ、バニラの香り。食後に、またフ
ルーツやミルクチョコレート、ハードタイ
プのチーズと良く合う。★“SAKURA”
アワード2019ゴールド受賞★

POSコード：5010867600072
3,600円（税抜）参考小売価格 :

甘口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ブアル
残糖度：100.0g/L　総酸度：6.0g/L
入数：12

辛口

Madeira Alvada 5 Year Old
マデイラ 
アルヴァダ 5年　　

美しい金栗色。ドライフルーツの香り、
木樽やスパイスのニュアンス。リッチな
甘さと酸との良いバランス。若者をター
ゲットにした「新しいマデイラワイン」。

POSコード：5010867600669
2,800円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ブアル50％、マルムジー
50％
残糖度：130.0g/L　総酸度：6.0g/L
入数：6

中甘口
Madeira Malmsey 5 Year Old 
マデイラ 
マルムジー 5年

濃い、茶色がかった黄金色。レーズン
やトフィー、ナッツの香り。非常にリッ
チな甘さが広がるが、酸とのバランス
が良い。フルーツケーキ、濃厚なチョコ
レートプディングやチーズと好相性。

POSコード：5010867600065
3,600円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：マルムジー
残糖度：123.0g/L　総酸度：6.0g/L
入数：12

Madeira Sercial 10 Years Old 
マデイラ 
セルシアル 10年

淡く明るいトパーズ色、金色のエッジ。
ドライフルーツ、木樽の香りやシトラス
フレーバー。ナッツのような味わいの
長い余韻。食前酒はもちろん、ドライフ
ルーツやスパイシーなチーズとも。

POSコード：5010867600843
4,600円（税抜）参考小売価格 :

甘口

甘口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：セルシアル
残糖度：48.0g/L　総酸度：7.0g/L
入数：6

Madeira Verdelho 10 Year Old 
マデイラ 
ヴェルデーリョ 10年

澄んだトパーズ色、ゴールドの色調。ド
ライフルーツとスパイスの新鮮で芳ば
しい香り。スパイシーなエキゾチックフ
ルーツの長い余韻。食前酒としてだけ
でなく、パテやスープとも合う。

POSコード：5010867600980
4,600円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ヴェルデーリョ
残糖度：73.0g/L　総酸度：6.0g/L
入数：6

Madeira Bual 10 Year Old
マデイラ 
ブアル 10年

澄んだ琥珀色で金色のエッジ。非常に
複雑で、イチジクやプルーン、ドライフ
ルーツのような香り。アーモンドやオー
クのニュアンス。トフィーやバニラを感
じる滑らかな味わい。

POSコード：5010867600690
4,600円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ブアル
残糖度：100.0g/L　総酸度：7.0g/L
入数：6 

Madeira Malmsey 10 Year Old  
マデイラ 
マルムジー 10年

澄んだ濃い金栗色。グリーンがかったエ
ッジ。木樽、ドライフルーツ、トフィー、ス
パイスの香り。デザート、特にフルーツ、
リッチなチョコレートプディングやチーズ
と良く合う。

POSコード：5010867600713
4,600円（税抜）参考小売価格 :

甘口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：マルムジー
残糖度：123.0g/L　総酸度：6.5g/L
入数：6

辛口 中甘口

中辛口

500ml500ml

500ml

500ml

500ml

Madeira Alvada 5 Year Old 200ml 
マデイラ アルヴァダ 5年 
200ml　　

美しい金栗色。ドライフルーツの香り、
木樽やスパイスのニュアンス。リッチな
甘さと酸との良いバランス。若者をタ
ーゲットにした「新しいマデイラワイ
ン」。

POSコード：5600455020018
1.500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ブアル50％、マルムジー
50％
残糖度：130.0g/L　総酸度：6.0g/L
入数：24200ml

50ml×4

Madeira White Varietal wines 5 Year Old mini bottles  
マデイラ 白品種5年 
ミニボトル4種セット
マデイラの白品種、セルシアル・ヴェルデーリョ・ブアル・
マルムジー各5年の4種をミニボトルのセットに。

POSコード：
5010867600522

1,800円（税抜）
参考小売価格 :

原産地呼称：
DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：セルシアル、ヴェ
ルデーリョ、ブアル、マルムジー
入数：45

Blandy’s
ブランディーズ
ブランディーズは1811年にジョン・ブランディにより設立された家族経営のマデイラワインメーカー。マデイラワイン
のリーディングカンパニーとしてイギリス市場で地位を確立、2世紀に渡りファインワインの生産を続けている。現
CEOのクリス・ブランディは7代目にあたり、30代の若さで歴史ある企業を引き継いだ。ボディのしっかりしたリッチ
なスタイルが特徴で、世界中のワインコンペティションでもその品質の高さを認められており、ワインメーカーのフラン
シスコ・アルブケルケはインターナショナル ワイン チャレンジで、“フォーティファイドワインメーカー オブ ザ イヤ
ー”を2008 年から3 年連続受賞。伝統を重んじつつ、革新的なワインを生み出す実力派。Chris  Blandy

Chris  Blandy

Madeira　マデイラ島

在庫限り終売

Madeira Bual 30 Year Old  
マデイラ 
ブアル 30年

芳醇でクリーミー、ドライアプリコット
の香り。活き活きとした酸とピュアなミ
ネラル感、ほのかにホワイトペッパーが
香る。ポルトガルワイン誌「Revista 
de Vinho」ベストワイン2016受賞。

POSコード：5600455020650
26,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ブアル
残糖度：91.0g/L　総酸度：8.0g/L
入数：6
※2022年7月価格改定

中甘口

辛口

マーマレード、非常にフレッシュなアロ
マを携えつつ、やや乾いたフレーバー
も感じ取れる。スパイスの香りと長くあ
たたかい余韻が心地よい。

Madeira Sercial Colheita　2008
マデイラ セルシアル 
コリェイタ2008

POSコード：5600455021565
9,400円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：セルシアル
残糖度：40.0g/L　総酸度：8.7g/L
入数：6
※2022年7月価格改定500ml

500ml

新商品
Madeira Malmsey Colheita2004
マデイラ マルムジー　
コリェイタ2004

マデイラワインの特徴的なアロマがあ
り、ドライフルーツや蜂蜜、スパイス、ブ
ランデーのような香り。口に含むと甘く柔
らかく、砂糖菓子や木を焦がしたような
香り広がり、余韻が長い。

POSコード：5600455021459
8,700円（税抜）参考小売価格 :

甘口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：マルムジー
残糖度：117.0g/L　総酸度：7.0g/L
入数：6
※2022年7月価格改定

Madeira Verdelho Colheita 2008
マデイラ ヴェルデーリョ 
コリェイタ2008

柑橘類の砂糖菓子や、ドライフルーツ
など複雑で濃厚なマデイラワインの特
徴的なアロマがある。塩味やスパイス
の香りもとれる。ジャムやチャツネなど
の香りと共に余韻が長く続く。

POSコード：5600455021473
7,200円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ヴェルデーリョ
残糖度：68.0g/L　総酸度：6.5g/L
入数：6
※2022年7月価格改定

辛口
Madeira Bual Colheita 2003
マデイラ ブアル コリェイタ 
2003

緑がかった黄金色。マデイラワインの特
徴的なアロマがあり、エキゾチックな木
の香り、ドライフルーツ、なつめ、バニラ
やカカオの香り。ミディアムスイートで、
フルボディ。長くフレッシュな余韻。

POSコード：5600455021046
8,000円（税抜）参考小売価格 :

中甘口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ブアル
残糖度：92.0g/L　総酸度：6.75g/L
入数：6
※2022年7月価格改定500ml 500ml500ml

価格
改定

価格
改定

価格
改定

価格
改定

価格
改定



19 20※容量表記のないものは全て750mlとなります。※ヴィンテージ商品につきましては、常備在庫薄のため、品切れの場合がございます。ご発注の場合は、担当営業へ在庫をご確認の上ご発注くださいますようお願いいたします。※また、為替変動により価格改定を行う場合がございます。合わせ         てご了承くださいますよう、お願いいたします。

中辛口

中辛口 辛口

Madeira Malmsey Colheita1981
マデイラ マルムジー1981

マデイラワインの特徴的なアロマがしっ
かりあり、砂糖を焦がしたような香り、ス
パイス、薫香もある。口に含むと甘くなめ
らかでブランデー、スパイス、蜂蜜の香り
広がり余韻が長い。

POSコード：5600455021411
41,500円（税抜）参考小売価格 :

甘口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：21.0％
ぶどう品種：マルムジー
残糖度：110.0g/L　総酸度：9.0g/L
入数：6
※2022年7月価格改定

Madeira Verdelho 1979
マデイラ ヴェルデーリョ 
1979

澄んだ美しいトパーズ色。リッチな味わ
いと長い余韻が心地よい。

POSコード：5600455020773
37,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：21.0％
ぶどう品種：ヴェルデーリョ
残糖度：80.2g/L　総酸度：8.92g/L
入数：6
※2022年7月価格改定

Madeira Terrantez1980
マデイラ テランテス
1980

オレンジなど柑橘類の香り。層の深い
ところにある土と木の香りとドライフル
ーツやスパイスが中甘口のハーモニ
ーを奏でる。素晴らしい複雑味でエレ
ガントでフレッシュな余韻が長く続く。

POSコード：5600455021091
36,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：21.0％
ぶどう品種：テランテス
残糖度：83.0g/L　総酸度：9.58g/L
入数：6
※2022年7月価格改定

Madeira Terrantez1977
マデイラ テランテス
1977

透んだ琥珀色。スパイスやドライナッ
ツのような香り。最初の甘い口当たり
が次第にドライで柔らかくなり、エキゾ
チックでフレッシュな余韻が長く続く。

POSコード：5600455020780
43,000円（税抜）参考小売価格 :

中甘口

中甘口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：21.0％
ぶどう品種：テランテス
残糖度：80.2g/L　総酸度：8.85g/L
入数：6
※2022年7月価格改定

Madeira Sercial 1975 
マデイラ セルシアル　
1975

トパーズのように輝くゴールドの色調。
フレッシュでドライな味わいと酸のバ
ランスが素晴らしい。

POSコード：5600455020766
35,500円（税抜）参考小売価格 :

辛口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：セルシアル
残糖度：53.4g/L　総酸度：8.43g/L
入数：6
※2022年7月価格改定

ドライで、非常にみずみずしく、スパイ
スや熟成したブランデーの長い余韻を
残しながら、鼻腔の奥の方でバルサミ
コの香りが広がる。

Madeira Sercial  1968
マデイラ セルシアル
1968

POSコード：5600455021220
51,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：21.0％
ぶどう品種：セルシアル
残糖度：59.0g/L　総酸度：10.07g/L
入数：6
※2022年7月価格改定

辛口

マデイラワインの特徴的なアロマ、ス
パイス香が感じられ、樽を焼いたよう
な香りもある。口に含むとスパイス、熟
成したブランデーの香り広がり、余韻
が長く続く。

Madeira Sercial  1980
マデイラ セルシアル
1980

POSコード：5600455021367
39.500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：21.0％
ぶどう品種：セルシアル
残糖度：55.0g/L　総酸度：10.0g/L
入数：6
※2022年7月価格改定

Madeira Verdelho
マデイラ ヴェルデーリョ
1976

非常に力強く、凝縮感と酸が長い余韻と
ともに感じられ、あとからバルサミコ、エ
キゾチックな木々、熟成したラムの香り
も感じられる。

POSコード：5600455021510
44,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：21.0％
ぶどう品種：ヴェルデーリョ
残糖度：86.0g/L　総酸度：10.25g/L
入数：6
※2022年7月価格改定

500ml

ドリヴェイラ社は、1850年ジョアン・ペレイラ・ドリヴェイラによって設立。セルシアル、ヴェルデーリョ、ティンタ・ネ
グラを栽培する自社葡萄畑を所有する一方、島内約40 軒の栽培農家から葡萄を購入してワインを造る。特にドリヴェイ
ラは、社の創業年でもある1850 年物のヴェルデーリョなど、他社にはない古いヴィンテージを多く所有することで知ら
れ、モスカテルやテランテス、バスタルドという希少品種のヴィンテージ物も所有している。また、古いヴィンテージだ
けでなく、5 年熟成、10 年熟成、15 年熟成も揃える豊富な商品群も有している。古くから脈々と受け継がれる伝統を頑
なに守り続ける生産者。

Madeira 5 Year Old Dry 
マデイラ ドライ 5年

POSコード：5603445500095
3,500円（税抜）参考小売価格 :

辛口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ティンタ・ネグラ
残糖度：32.5g/L 総酸度：6.2g/L　
入数：12

Madeira Medium Dry 5 Year Old
マデイラ ミディアム・
ドライ 5年

POSコード：5603445500101 
3,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ティンタ・ネグラ
残糖度：78.9g/L 総酸度：6.3g/L
入数：12

Madeira Medium Sweet 5 Year Old
マデイラ ミディアム・
スイート 5年

POSコード：5603445500118  
3,500円（税抜）参考小売価格 :

中甘口中辛口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ティンタ・ネグラ
残糖度：92.6g/L 総酸度：6.0g/L 
入数：12

Madeira Sweet 5 Year Old
マデイラ スイート 5年

POSコード：5603445500125
3,500円（税抜）参考小売価格 :

甘口

甘口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ティンタ・ネグラ
残糖度：122.6g/L 総酸度：5.7g/L 
入数：12

Madeira Dry 10 Year Old  
マデイラ 
ドライ 10年

POSコード：5603445100097 
6,700円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ティンタ・ネグラ
残糖度：44.8g/L 総酸度：7.1g/L
入数：12
※2022年7月価格改定

Madeira Sweet 10 Year Old  
マデイラ スイート 
10年

POSコード：5603445100127
6,700円（税抜）参考小売価格 :

Madeira Dry 15 Year Old 
マデイラ ドライ 
15年

POSコード：5603445150139  
9,700円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ティンタ・ネグラ
残糖度：51.0g/L  総酸度：7.41g/L
入数：12
※2022年7月価格改定

Madeira Malvasia 2002
マデイラ マルヴァジア
2002

POSコード：5603445000724  
18,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：マルヴァジア 
残糖度：122.6g/L　総酸度：7.38g/L
入数：12
※2022年7月価格改定

中辛口

中辛口

Madeira Verdelho 2003
マデイラ ヴェルデーリョ
2003

POSコード：5603445000786  
18,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：ヴェルデーリョ
残糖度：74.0g/L 総酸度：8.84g/L   
入数：12
※2022年7月価格改定

Madeira Boal 2001
マデイラ ブアル
2001

POSコード：5603445000717 
20,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：ブアル
残糖度：100.0g/L　総酸度：6.81g/L
入数：12
※2022年7月価格改定

Madeira Verdelho 2000 
マデイラ ヴェルデーリョ 
2000

POSコード：5603445000700  
21,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：ヴェルデーリョ
残糖度：77.0g/L 総酸度：9.37g/L
入数：12
※2022年7月価格改定 

Madeira Sercial 1999
マデイラ セルシアル
1999

POSコード：5603445000694
22,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：セルシアル
残糖度：49.1g/L  総酸度：9.12g/L
入数：12
※2022年7月価格改定

Madeira Malvasia 1996 
マデイラ マルヴァジア
1996

POSコード：5603445000564 
24,500円（税抜）参考小売価格 :

辛口

辛口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：マルヴァジア
残糖度：129.5g/L 総酸度：7.91g/L 
入数：12
※2022年7月価格改定

中甘口

甘口

甘口

甘口

甘口

Madeira Sweet 15 Year Old  
マデイラ 
スイート 15年

POSコード：5603445150160
9,700円（税抜）参考小売価格 :

Pereira D’Oliveira
ペレイラ・ドリヴェイラ 

辛口

Madeira　マデイラ島

Luis  DOliveira
Luis  DOliveira,

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ティンタ・ネグラ
残糖度：130.2g/L 総酸度：7.7g/L  
入数：12
※2022年7月価格改定

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ティンタ・ネグラ
残糖度：127.0g/L  総酸度：8.07g/L 
入数：12
※2022年7月価格改定

Madeira Tinta Negra 1998
マデイラ ティンタ・ネグラ
1998

POSコード：5603445000922
23,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：ティンタ・ネグラ
残糖度：131g/L  総酸度：7.8g/L
入数：12
※2022年7月価格改定

Madeira Tinta Negra 1997
マデイラ ティンタ・ネグラ
1997

POSコード：5603445000885
23,500円（税抜）参考小売価格 :

中甘口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：ティンタ・ネグラ
残糖度：85g/L  総酸度：8.96g/L
入数：12
※2022年7月価格改定

Mad�ra Mad�ra Mad�ra Mad�ra 

中辛口
Madeira Tinta Negra 1995
マデイラ ティンタネグラ
1995

POSコード：5603445000472
26,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：ティンタ・ネグラ
残糖度：73.0g/L 総酸度：8.69g/L
入数：12
※2022年7月価格改定

Madeira Verdelho 1994
マデイラ ヴェルデーリョ
1994　

POSコード：5603445000571  
28,000円（税抜）参考小売価格 :

中辛口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：ヴェルデーリョ
残糖度：70.5g/L 総酸度：8.11g/L 
入数：12
※2022年7月価格改定

Madeira Boal 1993
マデイラ ブアル 
1993　

POSコード：5603445000588  
35,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：ブアル
残糖度：90.0g/L　総酸度：7.59g/L
入数：12
※2022年7月価格改定

Madeira Malvasia 1992
マデイラ マルヴァジア
1992

POSコード：5603445000595 
27,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：マルヴァジア
残糖度：121.0g/L 総酸度：8.15g/L 
入数：12
※2022年7月価格改定

Madeira Malvasia 1991
マデイラ マルヴァジア
1991

POSコード：5603445000779
28,000円（税抜）参考小売価格 :

甘口甘口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：マルヴァジア
残糖度：120.0g/L 総酸度：8.26g/L
入数：12
※2022年7月価格改定

Madeira Malvasia 1990
マデイラ マルヴァジア
1990

POSコード：5603445000465
29,500円（税抜）参考小売価格 :

甘口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：マルヴァジア
残糖度：130.0g/L 総酸度：8.01g/L 
入数：12
※2022年7月価格改定

Madeira Sercial 1989
マデイラ セルシアル
1989

POSコード：5603445000373
31,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：セルシアル
残糖度：49.1g/L 総酸度：9.12g/L
入数：12
※2022年7月価格改定

Madeira Verdelho 1988
マデイラ ヴェルデーリョ
1988

POSコード：5603445000762  
31,500円（税抜）参考小売価格 :

中辛口 中辛口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：ヴェルデーリョ
残糖度：65.0g/L 総酸度：8.48g/L 
入数：12
※2022年7月価格改定

Madeira Terrantez 1988
マデイラ テランテス
1988

POSコード：5603445000366
42,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：テランテス
残糖度：71.0g/L 総酸度：8.72g/L
入数：12
※2022年7月価格改定

中甘口

Madeira Boal 1982
マデイラ ブアル
1982

POSコード：5603445000755
36,000円（税抜）参考小売価格 :

中甘口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：ブアル
残糖度：120.0g/L 総酸度：9.27g/L 
入数：12
※2022年7月価格改定

辛口

Madeira Sercial 1981
マデイラ セルシアル　
1981

POSコード：5603445000618  
37,000円（税抜）参考小売価格 :

辛口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：セルシアル
残糖度：54.0g/L 総酸度：8.42g/L 
入数：12
※2022年7月価格改定

中辛口

Madeira Verdelho 1981
マデイラ ヴェルデーリョ　
1981

POSコード：5603445000342
37,000円（税抜）参考小売価格 :

中辛口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：ヴェルデーリョ
残糖度：67.0g/L 総酸度：8.98g/L 
入数：12
※2022年7月価格改定

中甘口
Madeira Boal 1987
マデイラ ブアル
1987

POSコード：5603445000601
33,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：ブアル
残糖度：93.8g/L 総酸度：8.2g/L
入数：12
※2022年7月価格改定

Madeira Verdelho 1986
マデイラ ヴェルデーリョ
1986

POSコード：5603445000458
33,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：ヴェルデーリョ
残糖度：79.0g/L 総酸度：8.52g/L 
入数：12
※2022年7月価格改定

中辛口
Madeira Verdelho 1985
マデイラ ヴェルデーリョ
1985

POSコード：5603445000403
35,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：ヴェルデーリョ
残糖度：77.6g/L 総酸度：9.09g/L 
入数：12
※2022年7月価格改定

Madeira Boal 1980
マデイラ ブアル　
1980

POSコード：5603445000489  
39,500円（税抜）参考小売価格 :

中甘口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：ブアル
残糖度：86.0g/L 総酸度：8.15g/L 
入数：12
※2022年7月価格改定

名称変更

Madeira Boal 1977
マデイラ ブアル　
1977

POSコード：5603445000298
42,000円（税抜）参考小売価格 :

中甘口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：ブアル
残糖度：90.2g/L 総酸度：9.23g/L 
入数：12
※2022年7月価格改定 

Madeira Sercial 1977
マデイラ セルシアル　
1977

POSコード：5603445000748
42,000円（税抜）参考小売価格 :

辛口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：セルシアル
残糖度：50.0g/L 総酸度：10.2g/L 
入数：12
※2022年7月価格改定 

在庫限り終売

在庫限り終売

在庫限り終売
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19 20※容量表記のないものは全て750mlとなります。※ヴィンテージ商品につきましては、常備在庫薄のため、品切れの場合がございます。ご発注の場合は、担当営業へ在庫をご確認の上ご発注くださいますようお願いいたします。※また、為替変動により価格改定を行う場合がございます。合わせ         てご了承くださいますよう、お願いいたします。

中辛口

中辛口 辛口

Madeira Malmsey Colheita1981
マデイラ マルムジー1981

マデイラワインの特徴的なアロマがしっ
かりあり、砂糖を焦がしたような香り、ス
パイス、薫香もある。口に含むと甘くなめ
らかでブランデー、スパイス、蜂蜜の香り
広がり余韻が長い。

POSコード：5600455021411
41,500円（税抜）参考小売価格 :

甘口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：21.0％
ぶどう品種：マルムジー
残糖度：110.0g/L　総酸度：9.0g/L
入数：6
※2022年7月価格改定

Madeira Verdelho 1979
マデイラ ヴェルデーリョ 
1979

澄んだ美しいトパーズ色。リッチな味わ
いと長い余韻が心地よい。

POSコード：5600455020773
37,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：21.0％
ぶどう品種：ヴェルデーリョ
残糖度：80.2g/L　総酸度：8.92g/L
入数：6
※2022年7月価格改定

Madeira Terrantez1980
マデイラ テランテス
1980

オレンジなど柑橘類の香り。層の深い
ところにある土と木の香りとドライフル
ーツやスパイスが中甘口のハーモニ
ーを奏でる。素晴らしい複雑味でエレ
ガントでフレッシュな余韻が長く続く。

POSコード：5600455021091
36,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：21.0％
ぶどう品種：テランテス
残糖度：83.0g/L　総酸度：9.58g/L
入数：6
※2022年7月価格改定

Madeira Terrantez1977
マデイラ テランテス
1977

透んだ琥珀色。スパイスやドライナッ
ツのような香り。最初の甘い口当たり
が次第にドライで柔らかくなり、エキゾ
チックでフレッシュな余韻が長く続く。

POSコード：5600455020780
43,000円（税抜）参考小売価格 :

中甘口

中甘口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：21.0％
ぶどう品種：テランテス
残糖度：80.2g/L　総酸度：8.85g/L
入数：6
※2022年7月価格改定

Madeira Sercial 1975 
マデイラ セルシアル　
1975

トパーズのように輝くゴールドの色調。
フレッシュでドライな味わいと酸のバ
ランスが素晴らしい。

POSコード：5600455020766
35,500円（税抜）参考小売価格 :

辛口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：セルシアル
残糖度：53.4g/L　総酸度：8.43g/L
入数：6
※2022年7月価格改定

ドライで、非常にみずみずしく、スパイ
スや熟成したブランデーの長い余韻を
残しながら、鼻腔の奥の方でバルサミ
コの香りが広がる。

Madeira Sercial  1968
マデイラ セルシアル
1968

POSコード：5600455021220
51,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：21.0％
ぶどう品種：セルシアル
残糖度：59.0g/L　総酸度：10.07g/L
入数：6
※2022年7月価格改定

辛口

マデイラワインの特徴的なアロマ、ス
パイス香が感じられ、樽を焼いたよう
な香りもある。口に含むとスパイス、熟
成したブランデーの香り広がり、余韻
が長く続く。

Madeira Sercial  1980
マデイラ セルシアル
1980

POSコード：5600455021367
39.500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：21.0％
ぶどう品種：セルシアル
残糖度：55.0g/L　総酸度：10.0g/L
入数：6
※2022年7月価格改定

Madeira Verdelho
マデイラ ヴェルデーリョ
1976

非常に力強く、凝縮感と酸が長い余韻と
ともに感じられ、あとからバルサミコ、エ
キゾチックな木々、熟成したラムの香り
も感じられる。

POSコード：5600455021510
44,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：21.0％
ぶどう品種：ヴェルデーリョ
残糖度：86.0g/L　総酸度：10.25g/L
入数：6
※2022年7月価格改定

500ml

ドリヴェイラ社は、1850年ジョアン・ペレイラ・ドリヴェイラによって設立。セルシアル、ヴェルデーリョ、ティンタ・ネ
グラを栽培する自社葡萄畑を所有する一方、島内約40 軒の栽培農家から葡萄を購入してワインを造る。特にドリヴェイ
ラは、社の創業年でもある1850 年物のヴェルデーリョなど、他社にはない古いヴィンテージを多く所有することで知ら
れ、モスカテルやテランテス、バスタルドという希少品種のヴィンテージ物も所有している。また、古いヴィンテージだ
けでなく、5 年熟成、10 年熟成、15 年熟成も揃える豊富な商品群も有している。古くから脈々と受け継がれる伝統を頑
なに守り続ける生産者。

Madeira 5 Year Old Dry 
マデイラ ドライ 5年

POSコード：5603445500095
3,500円（税抜）参考小売価格 :

辛口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ティンタ・ネグラ
残糖度：32.5g/L 総酸度：6.2g/L　
入数：12

Madeira Medium Dry 5 Year Old
マデイラ ミディアム・
ドライ 5年

POSコード：5603445500101 
3,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ティンタ・ネグラ
残糖度：78.9g/L 総酸度：6.3g/L
入数：12

Madeira Medium Sweet 5 Year Old
マデイラ ミディアム・
スイート 5年

POSコード：5603445500118  
3,500円（税抜）参考小売価格 :

中甘口中辛口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ティンタ・ネグラ
残糖度：92.6g/L 総酸度：6.0g/L 
入数：12

Madeira Sweet 5 Year Old
マデイラ スイート 5年

POSコード：5603445500125
3,500円（税抜）参考小売価格 :

甘口

甘口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ティンタ・ネグラ
残糖度：122.6g/L 総酸度：5.7g/L 
入数：12

Madeira Dry 10 Year Old  
マデイラ 
ドライ 10年

POSコード：5603445100097 
6,700円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ティンタ・ネグラ
残糖度：44.8g/L 総酸度：7.1g/L
入数：12
※2022年7月価格改定

Madeira Sweet 10 Year Old  
マデイラ スイート 
10年

POSコード：5603445100127
6,700円（税抜）参考小売価格 :

Madeira Dry 15 Year Old 
マデイラ ドライ 
15年

POSコード：5603445150139  
9,700円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ティンタ・ネグラ
残糖度：51.0g/L  総酸度：7.41g/L
入数：12
※2022年7月価格改定

Madeira Malvasia 2002
マデイラ マルヴァジア
2002

POSコード：5603445000724  
18,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：マルヴァジア 
残糖度：122.6g/L　総酸度：7.38g/L
入数：12
※2022年7月価格改定

中辛口

中辛口

Madeira Verdelho 2003
マデイラ ヴェルデーリョ
2003

POSコード：5603445000786  
18,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：ヴェルデーリョ
残糖度：74.0g/L 総酸度：8.84g/L   
入数：12
※2022年7月価格改定

Madeira Boal 2001
マデイラ ブアル
2001

POSコード：5603445000717 
20,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：ブアル
残糖度：100.0g/L　総酸度：6.81g/L
入数：12
※2022年7月価格改定

Madeira Verdelho 2000 
マデイラ ヴェルデーリョ 
2000

POSコード：5603445000700  
21,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：ヴェルデーリョ
残糖度：77.0g/L 総酸度：9.37g/L
入数：12
※2022年7月価格改定 

Madeira Sercial 1999
マデイラ セルシアル
1999

POSコード：5603445000694
22,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：セルシアル
残糖度：49.1g/L  総酸度：9.12g/L
入数：12
※2022年7月価格改定

Madeira Malvasia 1996 
マデイラ マルヴァジア
1996

POSコード：5603445000564 
24,500円（税抜）参考小売価格 :

辛口

辛口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：マルヴァジア
残糖度：129.5g/L 総酸度：7.91g/L 
入数：12
※2022年7月価格改定

中甘口

甘口

甘口

甘口

甘口

Madeira Sweet 15 Year Old  
マデイラ 
スイート 15年

POSコード：5603445150160
9,700円（税抜）参考小売価格 :

Pereira D’Oliveira
ペレイラ・ドリヴェイラ 

辛口

Madeira　マデイラ島

Luis  DOliveira
Luis  DOliveira,

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ティンタ・ネグラ
残糖度：130.2g/L 総酸度：7.7g/L  
入数：12
※2022年7月価格改定

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：19.0％
ぶどう品種：ティンタ・ネグラ
残糖度：127.0g/L  総酸度：8.07g/L 
入数：12
※2022年7月価格改定

Madeira Tinta Negra 1998
マデイラ ティンタ・ネグラ
1998

POSコード：5603445000922
23,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：ティンタ・ネグラ
残糖度：131g/L  総酸度：7.8g/L
入数：12
※2022年7月価格改定

Madeira Tinta Negra 1997
マデイラ ティンタ・ネグラ
1997

POSコード：5603445000885
23,500円（税抜）参考小売価格 :

中甘口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：ティンタ・ネグラ
残糖度：85g/L  総酸度：8.96g/L
入数：12
※2022年7月価格改定

Mad�ra Mad�ra Mad�ra Mad�ra 

中辛口
Madeira Tinta Negra 1995
マデイラ ティンタネグラ
1995

POSコード：5603445000472
26,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：ティンタ・ネグラ
残糖度：73.0g/L 総酸度：8.69g/L
入数：12
※2022年7月価格改定

Madeira Verdelho 1994
マデイラ ヴェルデーリョ
1994　

POSコード：5603445000571  
28,000円（税抜）参考小売価格 :

中辛口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：ヴェルデーリョ
残糖度：70.5g/L 総酸度：8.11g/L 
入数：12
※2022年7月価格改定

Madeira Boal 1993
マデイラ ブアル 
1993　

POSコード：5603445000588  
35,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：ブアル
残糖度：90.0g/L　総酸度：7.59g/L
入数：12
※2022年7月価格改定

Madeira Malvasia 1992
マデイラ マルヴァジア
1992

POSコード：5603445000595 
27,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：マルヴァジア
残糖度：121.0g/L 総酸度：8.15g/L 
入数：12
※2022年7月価格改定

Madeira Malvasia 1991
マデイラ マルヴァジア
1991

POSコード：5603445000779
28,000円（税抜）参考小売価格 :

甘口甘口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：マルヴァジア
残糖度：120.0g/L 総酸度：8.26g/L
入数：12
※2022年7月価格改定

Madeira Malvasia 1990
マデイラ マルヴァジア
1990

POSコード：5603445000465
29,500円（税抜）参考小売価格 :

甘口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：マルヴァジア
残糖度：130.0g/L 総酸度：8.01g/L 
入数：12
※2022年7月価格改定

Madeira Sercial 1989
マデイラ セルシアル
1989

POSコード：5603445000373
31,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：セルシアル
残糖度：49.1g/L 総酸度：9.12g/L
入数：12
※2022年7月価格改定

Madeira Verdelho 1988
マデイラ ヴェルデーリョ
1988

POSコード：5603445000762  
31,500円（税抜）参考小売価格 :

中辛口 中辛口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：ヴェルデーリョ
残糖度：65.0g/L 総酸度：8.48g/L 
入数：12
※2022年7月価格改定

Madeira Terrantez 1988
マデイラ テランテス
1988

POSコード：5603445000366
42,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：テランテス
残糖度：71.0g/L 総酸度：8.72g/L
入数：12
※2022年7月価格改定

中甘口

Madeira Boal 1982
マデイラ ブアル
1982

POSコード：5603445000755
36,000円（税抜）参考小売価格 :

中甘口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：ブアル
残糖度：120.0g/L 総酸度：9.27g/L 
入数：12
※2022年7月価格改定

辛口

Madeira Sercial 1981
マデイラ セルシアル　
1981

POSコード：5603445000618  
37,000円（税抜）参考小売価格 :

辛口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：セルシアル
残糖度：54.0g/L 総酸度：8.42g/L 
入数：12
※2022年7月価格改定

中辛口

Madeira Verdelho 1981
マデイラ ヴェルデーリョ　
1981

POSコード：5603445000342
37,000円（税抜）参考小売価格 :

中辛口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：ヴェルデーリョ
残糖度：67.0g/L 総酸度：8.98g/L 
入数：12
※2022年7月価格改定

中甘口
Madeira Boal 1987
マデイラ ブアル
1987

POSコード：5603445000601
33,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：ブアル
残糖度：93.8g/L 総酸度：8.2g/L
入数：12
※2022年7月価格改定

Madeira Verdelho 1986
マデイラ ヴェルデーリョ
1986

POSコード：5603445000458
33,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：ヴェルデーリョ
残糖度：79.0g/L 総酸度：8.52g/L 
入数：12
※2022年7月価格改定

中辛口
Madeira Verdelho 1985
マデイラ ヴェルデーリョ
1985

POSコード：5603445000403
35,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：ヴェルデーリョ
残糖度：77.6g/L 総酸度：9.09g/L 
入数：12
※2022年7月価格改定

Madeira Boal 1980
マデイラ ブアル　
1980

POSコード：5603445000489  
39,500円（税抜）参考小売価格 :

中甘口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：ブアル
残糖度：86.0g/L 総酸度：8.15g/L 
入数：12
※2022年7月価格改定

名称変更

Madeira Boal 1977
マデイラ ブアル　
1977

POSコード：5603445000298
42,000円（税抜）参考小売価格 :

中甘口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：ブアル
残糖度：90.2g/L 総酸度：9.23g/L 
入数：12
※2022年7月価格改定 

Madeira Sercial 1977
マデイラ セルシアル　
1977

POSコード：5603445000748
42,000円（税抜）参考小売価格 :

辛口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：セルシアル
残糖度：50.0g/L 総酸度：10.2g/L 
入数：12
※2022年7月価格改定 
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Madeira　マデイラ島

Madeira　マデイラ島

Madeira　マデイラ島

William Hinton RUM White
ウィリアム ヒントン ラム 
ホワイト

マデイラ島のアグリコールラム。深み
のあるハーブを感じる香り。ほのかな
甘さと透明感のある味わい。カクテル
にも最適。

POSコード：5600280078000
2,700円（税抜）参考小売価格 :

生産地：マデイラ
容量：700ml
入数：6

Coral Stout
コーラル スタウト

まろやかなコクと程よい苦み。焙煎麦
芽とカラメル由来特有のコーヒーフレ
ーバー。フルーティーなアロマ。

POSコード：56031676
420円（税抜）参考小売価格 :

生産地：マデイラ
容量：330ml
入数：24

Gin Canning's
ジン カニングス

新鮮なパッションフルーツの香りと仄
かな甘み。ジントニックやジンリッキー
等のカクテルもお勧め。英国酒類品評
会2018年度IWSC「ポルトガルコン
テンポラリージン」部門金賞。

POSコード：5600608013805
5,300円（税抜）参考小売価格 :

生産地：マデイラ
容量：700ml
入数：6

Coral Beer
コーラル ビール

のど越しすっきり、爽やかな味わい。や
や軽め。

POSコード：56088168
400円（税抜）参考小売価格 :

生産地：マデイラ
容量：330ml
入数：24

40%
ALC William Hinton RUM 6 Year Old

ウィリアム ヒントン ラム 
6年熟成

マデイラ島のアグリコールラム。樽香、
ナッツやバニラの香り。エレガントで熟
成感がしっかり感じられる。

POSコード：5600280078260
7,800円（税抜）参考小売価格 :

生産地：マデイラ
容量：700ml
入数：6

40%
ALC

5.1%
ALC

5.1%
ALC

40%
ALC

Coral コーラル
1872年の創業のECM社。マデイラ自治区及び欧州基準ISO9001及び

14001認証を受けており、マデイラ島最大の飲料生産販売会社。『コーラル』

に代表されるビールを始め、ソフトドリンク、水の生産や、他カテゴリー（スピ

リッツ、ワイン、ミルク、オリーブオイル等）における一流ブランドの販売も行

っている。ポルトガル最大のホテルグループであるペスターナグループの一

員として、創業以来145年以上かけて築き上げた歴史と経験により培われた

品質を提供し、世界中の人々を虜にしている。

Gin Canning's ジンカニングス
現当主である4代目フィリップは、マデイラ島で脈々と受け継がれてきた大地

とのつながりを大切にし、マデイラ島産のボタニカルにこだわったジンを生

み出している。GIN CANNING’Sで使用するボタニカルは5種。マデイラ島の

大地からの恵みが詰まった原料構成。また、シール貼りから印字作業まで全て

手作業で行われ、1本1本心をこめて丁寧に造られている。英国の酒類品評会

「IWSC」2018年度の「ポルトガルコンテンポラリージン」カテゴリーにおい

て金賞を受賞するなど、そのピュアな味わいが海外でも高く評価されている。

William Hinton ウィリアム ヒントン
ウィリアム ヒントンは2006年に新しく造られた蒸溜所で、その際に投資を行

ったヒントン家は1838年にイギリスからマデイラに来て、砂糖やラムを製造

し、1845年には当時ヨーロッパで最大のラムの蒸溜所を造り稼働。その後、製

造は一時途絶えたが、2006年にヒントン家の子孫であるジミー・ウェルシュ

氏がヒントン家の家業、ラム製造をリバイバルさせるためにENMを作った。（現

在はウェルシュ氏亡き後、孫2人が経営に携わっている。）新しく作った蒸溜所

で作られたアグリコールラムにヒントン家の名前を入れてブランドを確立し、

世界に向けてマデイラのラムを売りだすことにした。アグリコールラムは世

界のラム生産量の5％で、ヨーロッパではマデイラ島でのみ生産されている。

William Hinton RUM Madeira cask rum
ウィリアム ヒントン 
マデイラカスク ラム

濃い琥珀色で深みのある複雑な香り。
繊細な甘さと樽のニュアンスがあり、
軽やかな口当たりとしっかりとした熟成
感の見事な調和を感じることができる。

POSコード：5600280078208
10,000円（税抜）参考小売価格 :

42%
ALC Vermute MOOT

ヴェルモット ムート

バーベイトのマデイラミディアム・スイ
ートをベースにした商品。バニラを思
わせる甘い香りにハーブやスパイスが
香る。口に含むとマデイラワインを思
わせる甘さと酸が感じられる。

POSコード：5600280078314
3,500円（税抜）参考小売価格 :

14.5%
ALC

Mad�ra Mad�ra Mad�ra Mad�ra 
中辛口

Madeira Verdelho 1973
マデイラ ヴェルデーリョ
1973

POSコード：5603445000267  
48,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：ヴェルデーリョ
残糖度：70.8g/L 総酸度：9.4g/L 
入数：12
※2022年7月価格改定 

中辛口
Madeira Terrantez 1977
マデイラ テランテス
1977

POSコード：5603445000274  
45,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：テランテス
残糖度：69.0g/L 総酸度：10.5g/L 
入数：12
※2022年7月価格改定 

※容量表記のないものは全て750mlとなります。※ヴィンテージ商品につきましては、常備在庫薄のため、品切れの場合がございます。ご発注の場合は、担当営業へ在庫をご確認の上ご発注くださいますようお願いいたします。※また、為替変動により価格改定を行う場合がございます。合わせ         てご了承くださいますよう、お願いいたします。

在庫限り終売

Madeira Malvasia 1907
マデイラ マルヴァジア
1907

POSコード：5603445000144 
160,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：マルヴァジア  
残糖度：160.0g/L 総酸度：10.7g/L 
入数：12
※2022年7月価格改定 

中辛口
Madeira Verdelho 1932
マデイラ ヴェルデーリョ
1932

POSコード：563445000496 
100,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：ヴェルデーリョ
残糖度：72.8g/L 総酸度：10.4g/L 
入数：12
※2022年7月価格改定 

中辛口
Madeira Verdelho 1912
マデイラ ヴェルデーリョ
1912

POSコード：5603445000175  
140,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：ヴェルデーリョ
残糖度：68.2g/L 総酸度：9.4g/L 
入数：12
※2022年7月価格改定 

中辛口

中辛口

Madeira Bastardo 1927
マデイラ バスタルド
1927

POSコード：4986616833989  
130,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：バスタルド
残糖度：66.6g/L 総酸度：9.8g/L    
入数：12
※2022年7月価格改定 

Madeira Boal 1903
マデイラ ブアル
1903

POSコード：5603445000120  
205,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：ブアル
残糖度：80.0g/L 総酸度：11.6g/L 
入数：12
※2022年7月価格改定 

Madeira Verdelho 1905 
マデイラ ヴェルデーリョ
1905

POSコード：5603445000137
165,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：ヴェルデーリョ
残糖度：70.0g/L 総酸度：11.1g/L 
入数：12
※2022年7月価格改定 
 

Madeira Verdelho 1890
マデイラ ヴェルデーリョ
1890

POSコード：5603445000076
240,000円（税抜）参考小売価格 :

中甘口 中辛口

甘口

Madeira Malvasia1901
マデイラ マルヴァジア
1901

POSコード：5603445000731  
208,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：マルヴァジア  
残糖度：120.0g/L 総酸度：11.8g/L 
入数：12
※2022年7月価格改定 

甘口
Madeira Malvasia 1895
マデイラ マルヴァジア
1895

POSコード：5603445000083
220,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：マルヴァジア  
残糖度：151.0g/L 総酸度：10.5g/L 
入数：12
※2022年7月価格改定 

甘口

Madeira Moscatel Graudo 1875
モスカテル グラウード
1875

POSコード：5603445000052   
280,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：モスカテル  
残糖度：140.0g/L 総酸度：10.5g/L 
入数：12
※2022年7月価格改定 

甘口

Madeira Sercial 1971
マデイラ セルシアル
1971

POSコード：5603445000328
43,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：セルシアル
残糖度：52.4g/L 総酸度：8.3g/L 
入数：12
※2022年7月価格改定 

Madeira Sercial 1969
マデイラ セルシアル
1969

POSコード：5603445000397  
53,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：セルシアル
残糖度：48.2g/L 総酸度：8.81g/L 
入数：12
※2022年7月価格改定 

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：ヴェルデーリョ
残糖度：65.0g/L 総酸度：11g/L 
入数：12
※2022年7月価格改定 

Madeira Verdelho 1850
マデイラ ヴェルデーリョ
1850　

POSコード：-
310,000円（税抜）参考小売価格 :

中辛口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：ヴェルデーリョ
残糖度：74.0g/L 総酸度：10.3g/L 
入数：12
※2022年7月価格改定 

辛口

辛口

中辛口
Madeira Terrantez 1971
マデイラ テランテス
1971

POSコード：5603445000625
55,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：テランテス
残糖度：68.0g/L 総酸度：9.31g/L 
入数：12
※2022年7月価格改定 

Madeira Sercial 1937
マデイラ セルシアル
1937

POSコード：5603445000212
91,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：セルシアル
残糖度：52.3g/L 総酸度：9.8g/L 
入数：12
※2022年7月価格改定 

Madeira Sercial 1928
マデイラ セルシアル
1928

POSコード：5603445000441
110,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：セルシアル
残糖度：53.9g/L 総酸度：8.3g/L 
入数：12
※2022年7月価格改定 

Madeira Sercial 1862
マデイラ セルシアル
1862

POSコード：5603445000021
300,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：セルシアル
残糖度：52.0g/L 総酸度：11.1g/L 
入数：12
※2022年7月価格改定 

Madeira Boal 1968
マデイラ ブアル　
1968

POSコード：5603445000250
60,000円（税抜）参考小売価格 :

中甘口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：ブアル
残糖度：89.0g/L 総酸度：9g/L 
入数：12
※2022年7月価格改定 

Madeira Boal 1908
マデイラ ブアル　
1908

POSコード：5603445000151
150,000円（税抜）参考小売価格 :

中甘口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：ブアル
残糖度：89.0g/L 総酸度：10.4g/L 
入数：12
※2022年7月価格改定 

Madeira Tinta Negra 1929
マデイラ ティンタ・ネグラ
1929

POSコード：5603445000830
105,000円（税抜）参考小売価格 :

中甘口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：ティンタ・ネグラ
残糖度：85.0g/L 総酸度：10.3g/L 
入数：12
※2022年7月価格改定 

Madeira Boal 1922
マデイラ ブアル　
1922

POSコード：5603445000182
135,000円（税抜）参考小売価格 :

中甘口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：ブアル
残糖度：90.0g/L 総酸度：10.8g/L 
入数：12
※2022年7月価格改定 

辛口

辛口

辛口

在庫限り終売

在庫限り終売
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Madeira　マデイラ島

Madeira　マデイラ島

Madeira　マデイラ島

William Hinton RUM White
ウィリアム ヒントン ラム 
ホワイト

マデイラ島のアグリコールラム。深み
のあるハーブを感じる香り。ほのかな
甘さと透明感のある味わい。カクテル
にも最適。

POSコード：5600280078000
2,700円（税抜）参考小売価格 :

生産地：マデイラ
容量：700ml
入数：6

Coral Stout
コーラル スタウト

まろやかなコクと程よい苦み。焙煎麦
芽とカラメル由来特有のコーヒーフレ
ーバー。フルーティーなアロマ。

POSコード：56031676
420円（税抜）参考小売価格 :

生産地：マデイラ
容量：330ml
入数：24

Gin Canning's
ジン カニングス

新鮮なパッションフルーツの香りと仄
かな甘み。ジントニックやジンリッキー
等のカクテルもお勧め。英国酒類品評
会2018年度IWSC「ポルトガルコン
テンポラリージン」部門金賞。

POSコード：5600608013805
5,300円（税抜）参考小売価格 :

生産地：マデイラ
容量：700ml
入数：6

Coral Beer
コーラル ビール

のど越しすっきり、爽やかな味わい。や
や軽め。

POSコード：56088168
400円（税抜）参考小売価格 :

生産地：マデイラ
容量：330ml
入数：24

40%
ALC William Hinton RUM 6 Year Old

ウィリアム ヒントン ラム 
6年熟成

マデイラ島のアグリコールラム。樽香、
ナッツやバニラの香り。エレガントで熟
成感がしっかり感じられる。

POSコード：5600280078260
7,800円（税抜）参考小売価格 :

生産地：マデイラ
容量：700ml
入数：6

40%
ALC

5.1%
ALC

5.1%
ALC

40%
ALC

Coral コーラル
1872年の創業のECM社。マデイラ自治区及び欧州基準ISO9001及び

14001認証を受けており、マデイラ島最大の飲料生産販売会社。『コーラル』

に代表されるビールを始め、ソフトドリンク、水の生産や、他カテゴリー（スピ

リッツ、ワイン、ミルク、オリーブオイル等）における一流ブランドの販売も行

っている。ポルトガル最大のホテルグループであるペスターナグループの一

員として、創業以来145年以上かけて築き上げた歴史と経験により培われた

品質を提供し、世界中の人々を虜にしている。

Gin Canning's ジンカニングス
現当主である4代目フィリップは、マデイラ島で脈々と受け継がれてきた大地

とのつながりを大切にし、マデイラ島産のボタニカルにこだわったジンを生

み出している。GIN CANNING’Sで使用するボタニカルは5種。マデイラ島の

大地からの恵みが詰まった原料構成。また、シール貼りから印字作業まで全て

手作業で行われ、1本1本心をこめて丁寧に造られている。英国の酒類品評会

「IWSC」2018年度の「ポルトガルコンテンポラリージン」カテゴリーにおい

て金賞を受賞するなど、そのピュアな味わいが海外でも高く評価されている。

William Hinton ウィリアム ヒントン
ウィリアム ヒントンは2006年に新しく造られた蒸溜所で、その際に投資を行

ったヒントン家は1838年にイギリスからマデイラに来て、砂糖やラムを製造

し、1845年には当時ヨーロッパで最大のラムの蒸溜所を造り稼働。その後、製

造は一時途絶えたが、2006年にヒントン家の子孫であるジミー・ウェルシュ

氏がヒントン家の家業、ラム製造をリバイバルさせるためにENMを作った。（現

在はウェルシュ氏亡き後、孫2人が経営に携わっている。）新しく作った蒸溜所

で作られたアグリコールラムにヒントン家の名前を入れてブランドを確立し、

世界に向けてマデイラのラムを売りだすことにした。アグリコールラムは世

界のラム生産量の5％で、ヨーロッパではマデイラ島でのみ生産されている。

William Hinton RUM Madeira cask rum
ウィリアム ヒントン 
マデイラカスク ラム

濃い琥珀色で深みのある複雑な香り。
繊細な甘さと樽のニュアンスがあり、
軽やかな口当たりとしっかりとした熟成
感の見事な調和を感じることができる。

POSコード：5600280078208
10,000円（税抜）参考小売価格 :

42%
ALC Vermute MOOT

ヴェルモット ムート

バーベイトのマデイラミディアム・スイ
ートをベースにした商品。バニラを思
わせる甘い香りにハーブやスパイスが
香る。口に含むとマデイラワインを思
わせる甘さと酸が感じられる。

POSコード：5600280078314
3,500円（税抜）参考小売価格 :

14.5%
ALC

Mad�ra Mad�ra Mad�ra Mad�ra 
中辛口

Madeira Verdelho 1973
マデイラ ヴェルデーリョ
1973

POSコード：5603445000267  
48,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：ヴェルデーリョ
残糖度：70.8g/L 総酸度：9.4g/L 
入数：12
※2022年7月価格改定 

中辛口
Madeira Terrantez 1977
マデイラ テランテス
1977

POSコード：5603445000274  
45,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：テランテス
残糖度：69.0g/L 総酸度：10.5g/L 
入数：12
※2022年7月価格改定 

※容量表記のないものは全て750mlとなります。※ヴィンテージ商品につきましては、常備在庫薄のため、品切れの場合がございます。ご発注の場合は、担当営業へ在庫をご確認の上ご発注くださいますようお願いいたします。※また、為替変動により価格改定を行う場合がございます。合わせ         てご了承くださいますよう、お願いいたします。

在庫限り終売

Madeira Malvasia 1907
マデイラ マルヴァジア
1907

POSコード：5603445000144 
160,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：マルヴァジア  
残糖度：160.0g/L 総酸度：10.7g/L 
入数：12
※2022年7月価格改定 

中辛口
Madeira Verdelho 1932
マデイラ ヴェルデーリョ
1932

POSコード：563445000496 
100,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：ヴェルデーリョ
残糖度：72.8g/L 総酸度：10.4g/L 
入数：12
※2022年7月価格改定 

中辛口
Madeira Verdelho 1912
マデイラ ヴェルデーリョ
1912

POSコード：5603445000175  
140,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：ヴェルデーリョ
残糖度：68.2g/L 総酸度：9.4g/L 
入数：12
※2022年7月価格改定 

中辛口

中辛口

Madeira Bastardo 1927
マデイラ バスタルド
1927

POSコード：4986616833989  
130,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：バスタルド
残糖度：66.6g/L 総酸度：9.8g/L    
入数：12
※2022年7月価格改定 

Madeira Boal 1903
マデイラ ブアル
1903

POSコード：5603445000120  
205,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：ブアル
残糖度：80.0g/L 総酸度：11.6g/L 
入数：12
※2022年7月価格改定 

Madeira Verdelho 1905 
マデイラ ヴェルデーリョ
1905

POSコード：5603445000137
165,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：ヴェルデーリョ
残糖度：70.0g/L 総酸度：11.1g/L 
入数：12
※2022年7月価格改定 
 

Madeira Verdelho 1890
マデイラ ヴェルデーリョ
1890

POSコード：5603445000076
240,000円（税抜）参考小売価格 :

中甘口 中辛口

甘口

Madeira Malvasia1901
マデイラ マルヴァジア
1901

POSコード：5603445000731  
208,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：マルヴァジア  
残糖度：120.0g/L 総酸度：11.8g/L 
入数：12
※2022年7月価格改定 

甘口
Madeira Malvasia 1895
マデイラ マルヴァジア
1895

POSコード：5603445000083
220,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：マルヴァジア  
残糖度：151.0g/L 総酸度：10.5g/L 
入数：12
※2022年7月価格改定 

甘口

Madeira Moscatel Graudo 1875
モスカテル グラウード
1875

POSコード：5603445000052   
280,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：モスカテル  
残糖度：140.0g/L 総酸度：10.5g/L 
入数：12
※2022年7月価格改定 

甘口

Madeira Sercial 1971
マデイラ セルシアル
1971

POSコード：5603445000328
43,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：セルシアル
残糖度：52.4g/L 総酸度：8.3g/L 
入数：12
※2022年7月価格改定 

Madeira Sercial 1969
マデイラ セルシアル
1969

POSコード：5603445000397  
53,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：セルシアル
残糖度：48.2g/L 総酸度：8.81g/L 
入数：12
※2022年7月価格改定 

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：ヴェルデーリョ
残糖度：65.0g/L 総酸度：11g/L 
入数：12
※2022年7月価格改定 

Madeira Verdelho 1850
マデイラ ヴェルデーリョ
1850　

POSコード：-
310,000円（税抜）参考小売価格 :

中辛口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：ヴェルデーリョ
残糖度：74.0g/L 総酸度：10.3g/L 
入数：12
※2022年7月価格改定 

辛口

辛口

中辛口
Madeira Terrantez 1971
マデイラ テランテス
1971

POSコード：5603445000625
55,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：テランテス
残糖度：68.0g/L 総酸度：9.31g/L 
入数：12
※2022年7月価格改定 

Madeira Sercial 1937
マデイラ セルシアル
1937

POSコード：5603445000212
91,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：セルシアル
残糖度：52.3g/L 総酸度：9.8g/L 
入数：12
※2022年7月価格改定 

Madeira Sercial 1928
マデイラ セルシアル
1928

POSコード：5603445000441
110,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：セルシアル
残糖度：53.9g/L 総酸度：8.3g/L 
入数：12
※2022年7月価格改定 

Madeira Sercial 1862
マデイラ セルシアル
1862

POSコード：5603445000021
300,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：セルシアル
残糖度：52.0g/L 総酸度：11.1g/L 
入数：12
※2022年7月価格改定 

Madeira Boal 1968
マデイラ ブアル　
1968

POSコード：5603445000250
60,000円（税抜）参考小売価格 :

中甘口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：ブアル
残糖度：89.0g/L 総酸度：9g/L 
入数：12
※2022年7月価格改定 

Madeira Boal 1908
マデイラ ブアル　
1908

POSコード：5603445000151
150,000円（税抜）参考小売価格 :

中甘口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：ブアル
残糖度：89.0g/L 総酸度：10.4g/L 
入数：12
※2022年7月価格改定 

Madeira Tinta Negra 1929
マデイラ ティンタ・ネグラ
1929

POSコード：5603445000830
105,000円（税抜）参考小売価格 :

中甘口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：ティンタ・ネグラ
残糖度：85.0g/L 総酸度：10.3g/L 
入数：12
※2022年7月価格改定 

Madeira Boal 1922
マデイラ ブアル　
1922

POSコード：5603445000182
135,000円（税抜）参考小売価格 :

中甘口

原産地呼称：DOPマデイラ
アルコール分：20.0％
ぶどう品種：ブアル
残糖度：90.0g/L 総酸度：10.8g/L 
入数：12
※2022年7月価格改定 

辛口

辛口

辛口

在庫限り終売

在庫限り終売

価格
改定

価格
改定

価格
改定
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23 24※容量表記のないものは全て750mlとなります。

Rosé de Saignée 1er Cru 
ロゼ・ド・セニエ 
プルミエ・クリュNV 

セニエ方式で造られる稀少なロゼ。深
みのある美しい色合い。果実味、酸味、
僅かなタンニンがバランスよく、エクス
トラドライを感じさせない充実した味わ
い。ドサージュは3ｇ/L

ロゼ

POSコード：4986616832425
16,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： AOCシャンパーニュ
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：ピノ・ノワール95％、シャ
ルドネとピノ・グリを合わせて5％
入数：6
※2022年6月価格改定

白

白

C + C Blanc de Blancs Grand Cru Extra Brut 
セ・プリュス・セ ブラン・ド・ブラン グラン・
クリュ エクストラ・ブリュットNV  

クラマンの頭文字Cとシュイィの頭文
字Cを合わせてC+Cと命名されたキ
ュヴェ。土地の味わいをストレートに表
現したいと生み出した味わいはミネラ
ル感や塩味を見事に活かしている。

Oiry Blanc de Blancs Grand Cru Extra Brut 
オワリィ ブラン・ド・ブラン グラン・
クリュ エクストラ・ブリュット NV  

生き生きとした酸味、ダイナミックなエ
ネルギーを感じる事が出来る。無清澄・
無濾過。ドサージュは1g/ℓと極、僅か
だが、充実した果実により厚みさえ感
じる事が出来る。

白

Les Robarts Cramant Blanc de Blancs Grand Cru Extra-Brut Millésime
レ・ロバール クラマン ブラン・ド・ブラン 
グラン・クリュ エクストラ・ブリュット ミレジム14

コート・デ・ブランのクラマンとアヴィー
ズの境にある単一畑ロバールのシャルド
ネのみを使って造られたスェナンのリュ
ーディ物。リューディを中心に置く方針の
スタートとなるワイン。

Champagne Suenen
シャンパーニュ スェナン
1905年にクラマンに設立されたドメーヌ。現当主のオーレリアンは4代目。アグラパールを始め注目の造り手のグルー
プ「テール・エ・ヴァン・ド・シャンパーニュ」に新たな会員として会発足以来、初めて入会を許された話題の生産者。コート・
デ・ブラン（クラマン、シュイィ、オワリィ）とランスの西にあるマシフ・ド・サン・ティエリーに合計5haを所有。畑が持
つ本来の姿を表現し、ダイナミックでエネルギーに溢れるシャンパーニュを造るためビオ・ビオディナミを実践。高名な
土壌微生物学者であるクロード・ ブルギニオン率いるLAMSの協力により毎年分析研究を行っている。畑の個性を表現
するために区画毎の葡萄でシャンパーニュを造るリューディを製造を開始している。Aurelien Suenen

Champagne　シャンパーニュ

POSコード：4986616833910
12,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOC：シャンパーニュ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：12
※2022年7月価格改定

POSコード：4986616833927
9,800円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCシャンパーニュ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：12
※2022年7月価格改定

POSコード：4986616834092
25,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOC：シャンパーニュ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：12

発泡性

白

白

Le Mont-Aigu Chouilly Blanc de Blancs Grand Cru Extra-Brut Millésime
ル・モンテギュ シュイイ ブラン・ド・ブラン グラン・
クリュ エクストラ・ブリュット ミレジム13 

シュイイ南向きの小区画、ル・モンテ
ギュ .自生酵母で発酵、無清澄、無濾
過のまま、600ℓの木樽（ドゥミ・ミュイ）
1樽で熟成。長期瓶内熟成を続ける。
ドサージュは4ｇ/ℓ。

La Cocluette Oiry Blanc de Blancs Grand Cru Extra-Brut Millésime
ラ・コクリュエット オワリイ ブラン・ド・ブラン グラン・
クリュ エクストラ・ブリュット ミレジム14  

樹齢94年のシャルドネを自生酵母で
発酵、澱とともに全体の55％はエッグ
型の垂直式タンク、残りの45％は
600ℓの木樽で熟成。長期の瓶内熟成
を行いデゴルジュマン。ドサージュは2

白

La Grande Vigne Montigny-Sur-Vesle Meunier Extra-Brut Millésime
ラ・グランド・ヴィーニュ モンターニュ‐シュール‐
ヴェスル ムニエ エクストラ・ブリュット ミレジム 14

モンターニュ・ド・ランスの北部、モンタ
ーニュ・シュール・ヴェスルに自根栽培を
含む樹齢50年のムニエ種から造られる
ブラン・ド・ノワール。自生酵母による発
酵、澱とともに樽熟成。

POSコード：4986616836119
20,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOC：シャンパーニュ
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：12

POSコード：4986616836126
20,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCシャンパーニュ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：12

POSコード：4986616836102
18,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOC：シャンパーニュ
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：ムニエ100％
入数：12

本ヴィンテージ完売

本ヴィンテージ完売

Initial Brut 
イニシャル ブリュットNV

ジャックセロスのスタンダードＮＶシャ
ンパン。平均樹齢40年のアヴィーズ、
クラマン、オジェのグランクリュ畑のシ
ャルドネから造られたブランドブラン。
木樽発酵・熟成。

白 白

白白

白

Version Originale Extra Brut 
ヴェルシオン・オリジナル 
エクストラ・ブリュットNV

葡萄自体の味わいを楽しめるノン・ドサ
ージュシャンパーニュ。シトー派修道士
のような厳格なイメージ。主にアヴィー
ズ、クラマン、オジェ 3箇所の斜面の区
画で収穫されたワインをブレンド。

Cuvée Exquise Sec
キュヴェ・エクスキーズ 
セックNV

ジャックセロス唯一のセック。原料ワイン
に比較的若くフレッシュな味わいのワイ
ンを使用。ドサージュにはワイン果汁を濃
縮したムーを使用。「グルマン（美食家）」
イメージしたという甘美な味わいを持つ。

白 白
Substance Brut
シュプスタンス 
ブリュットNV

SUBSTANCE（本質）と名付けられた
シャンパン。最高の原料ワインを産みだ
すアヴィーズ産のシャルドネをジャック
セロス独自のソレラで熟成しボトリング。
ジャックセロスのフラッグシップ的存在。

Rosé Brut
ロゼ ブリュットNV

オジェのシャルドネとアンボネイのピノ・
ノワールをブレンド。アンセルムは、骨格
と筋肉のあるスポーツマンのイメージを
このワインに求めている。ドサージュは
2～3.3g/L。

Lieux-Dits Ay La Côte Faron Extra Brut 
リューディ アイ ラ・コート・
ファロン エクストラ・ブリュットNV  

アイのリュー・ディ（単一畑）「ラ・コー
ト・ファロン」で収穫したピノ・ノワー
ルで造られる。多彩な果実味、充実し
たミネラル感、複雑な味わいはテロワ
ールを表現するセロスの新たな試み。

Lieux-Dits Mesnil sur Oger Les Carelles Extra Brut 
リューディ メニル・シュール・オジェ 
レ・キャレル エクストラ・ブリュットNV

メニル・シュール・オジェの単一畑レ・
キャレルのシャルドネ100％で造られ
る。シャンパーニュ地方でも最良の畑
として知られるこの地の特質をヴィン
テージの差異を超えて表現している。

Lieux-Dits Ambonnay Le Bout du Clos Extra Brut 
リューディ アンボネィ ル・ブー・デュ・
クロ エクストラ・ブリュットNV  

充実したミネラル、鋼鉄のような酸味が稠
密な果実味の衣装を纏う。ビオディナミで
耕作のサトウキビの砂糖を使用してティラ
ージュ、同じくビオディナミで耕作した葡
萄の濃縮果汁をドサージュに使用。

白
Lieux-Dits Mareuil sur Ay Sous le Mont Extra Brut
リューディ マルイユ・シュール・アイ スー・
ル・モン エクストラ・ブリュットNV

単一畑“スー・ル・モン”で収穫したピ
ノ・ノワールを100％使用したブラン・
ド・ノワール。マグネシウムの多い土壌
から来る苦味が強調されるためドサー
ジュはゼロのこともある。

Domaine Jacques Selosse
ドメーヌ ジャック・セロス
コート・デ・ブランのＲＭ。コート・デ・ブランの4 地区アヴィーズ、クラマン、オジェ、メニル・シュール・オジェ、そし
てアンボネィ、アイとマルイユ・シュール・アイの自社畑から芸術的なシャンパンを造り出す。現当主アンセルム・セロ
スは1990 年代より葡萄の栽培にビオディナミを導入するが1998 年、自然農法を実践する故・福岡正信氏の思想に触
れ、その後、独自の自然農法で葡萄栽培を行う。葡萄の栽培、木樽による発酵・熟成、手作業によるルミュアージュとデゴ
ルジュマン等、アンセルムのワイン造りに対する哲学は、彼の作品の1 本1 本のすみずみまで行き届いている。葡萄と向
き合うことから生まれる確かな哲学と情熱を持ち常に進化している。Anselme Selosse

Champagne　シャンパーニュ

ロゼ

POSコード：―
25,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCシャンパーニュ
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：6

POSコード：―
28,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCシャンパーニュ
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：6

POSコード：―
25,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCシャンパーニュ
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：6

POSコード：―
45,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCシャンパーニュ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：6

POSコード：―
32,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： AOCシャンパーニュ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：シャルドネ93％、
ピノ・ノワール7％
入数：6

POSコード：―
43,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： AOCシャンパーニュ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ピノ・ノワール100％
入数：6

POSコード：―
43,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： AOCシャンパーニュ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：6

POSコード：―
43,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： AOC：シャンパーニュ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ピノ・ノワール100％
入数：6

POSコード：―
43,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： AOCシャンパーニュ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ピノ・ノワール100％
入数：6

Champagne Guillaume S.
シャンパーニュ ギヨーム・エス
シャンパーニュにRM（葡萄生産者元詰）という大きな動きを造り出したジャック・セロスの現当主アンセルム・セロス
の長男ギヨーム・セロスは醸造学校卒業後、ブルゴーニュのドメーヌを始め各地での研修を行い、2011年の収穫からジ
ャック・セロスに入りアンセルムと共にシャンパーニュ造りを開始。2007年ヴィンテージのミレジムからブレンドは全
てギヨームが決定するなど、ジャック・セロスのワイン造りに於いて着々と世代交代が進行する一方、ギヨームは父親と
は違う感性でオリジナルブランドを立ち上げ新たなシャンパーニュを造りだした。

Guillaume Selosse

Champagne　シャンパーニュ

発泡性 発泡性 発泡性 発泡性

発泡性 発泡性

発泡性 発泡性

発泡性 発泡性

Millésime Extra Brut 
ミレジム 
エクストラ・ブリュット09

従来のアヴィーズ2区画のシャルドネ
種のミレジムから一新。全行程の決定
権を任された息子ギヨームの着想でグ
ラン・クリュのピノ・ノワールとシャルド
ネのブレンドへ生まれ変わる。

白

POSコード：―
55,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCシャンパーニュ
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：ピノ・ノワール、
シャルドネ
入数：6

白
Largillier 
ラルジリエNV

オーブのピノ・ノワールのエクストラ・
ブリュット。1次発酵後、2年の樽熟成
後にティラージュ。新樽不使用、瓶内
熟成2年半。ドサージュ 0.7ｇ/ℓ。エネ
ルギーを感じさせる。

※ジャック・セロスの商品に関しましては、お蔭様を持ちまして多くの方々にご要望を頂けるようになりました。深く
感謝申し上げます。ただ、生産数も少なく、日本への輸入量も限られており、全てのお客様のご要望に殆どお応え出
来ない状況でございます。ご要望にお応え出来ないお客様には誠に申し訳ありませんが、状況をお察しの上、ご了
承の程お願い申し上げます。

POSコード：4986616834955
22,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： AOCシャンパーニュ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ピノ・ノワール100％
入数：6

※生産量、輸入量とも少ない生産者です。在庫切れ等でご迷惑をお掛けする場合もございます。ご了承の程お願い申し上げます。
　ご発注の場合は在庫のお問い合わせをお願い致します。

�nce �nce �nce �nce 

コート・デ・ブランのプルミエ・クリュのヴェルテュを中心にグラン・クリュのクラマン、シュイイ、オジェ、アヴィーズ
と計16haの畑を所有。ビオディナミ栽培。発酵は自生酵母。畑によって小樽、8,000ℓの大樽をオーダーメイド的に使い
分ける。畑仕事を行うためルミュアージュは機械を導入。ドサージュは、ノン・ドサージュか2～ 4mgと最小限に抑えて
いる。全ては大地から生まれる味わいをシンプルにワインに表現するため。フランス国内外の評価もとても高い。2015
年、年末に発刊された「レヴュー・ド・ヴァン・ド・フランス」誌12月号で実施されたRM生産者格付けでセロス、アグラ
パール、エグリ・ウーリエに続いて第4位の評価を受け、その実力を証明した。

Latitude Blanc de Blancs
ラティテュード
ブラン・ド・ブラン NV

ヴェルテュにあるラルマンディエの自社
畑のシャルドネ種のみを使い、嘗てのトラ
ディションの複雑さやふくよかさを表現し
た。緯度線上の畑の葡萄を使ったという
意味でラティテュード（緯度）と表現。

白 白
Terre de Vertus Non-Dosé 1er Cru 
テール・ド・ヴェルテュ　
ノン・ドゼ プルミエ・クリュ15

ノン・ドサージュで造られるフラッグシッ
プ ワイン。ヴェルテュ斜面中央部にある
最高の区画から収穫されたシャルドネを
使用。ブドウや土壌がいかに素晴らしい
かを感じることができる、深い味わい。

Longitude Premier Cru Blanc de Blancs
ロンジテュード プルミエ・
クリュ ブラン・ド・ブラン NV

アヴィーズ、クラマン、オジェ、ヴェルテ
ュに所有する自社畑で栽培されたシャ
ルドネ種から造られた。畑が南北に連
なる位置を経度（ロンジェテュード）と
表現。

白

Champagne Larmandier-Bernier
シャンパーニュ ラルマンディエ- ベルニエ

Pierre & Sophie

     LarmandierPierre & Sophie

     Larmandier

Champagne　シャンパーニュ

POSコード：4986616834320
9,800円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCシャンパーニュ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：6
※2022年6月価格改定

POSコード：4986616834344
14,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCシャンパーニュ
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：6
※2022年6月価格改定

POSコード：4986616834313
11,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCシャンパーニュ
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：6
※2022年6月価格改定

白
Vieille Vigne du Levant Grand Cru 
ヴィエーユ・ヴィーニュ・デュ・
ルヴァン グラン・クリュ 12

クラマン産シャルドネの持つ重厚な味わ
いを見事に表現する。繊細でエレガント
であり、リッチな味わい。ルヴァンは東と
いう意味があり、朝日が昇るところを指
します。ドサージュは僅か2ｇ/L。

POSコード：4986616833675
24,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCシャンパーニュ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：6
※2022年6月価格改定

価格
改定

価格
改定

価格
改定

Les Chemins D'Avize Grand Cru Blanc de Blancs
レ・シュマン・ダヴィーズ グラン・
クリュ ブラン・ド・ブラン14

シュマン・ダヴィーズの畑が単一畑のワ
インを造るに相応しい事は以前から意
識していて2009年ヴィンテージからは
他の畑のワインと分けて単独でのワイ
ン造りを実施した。ドサージュは2ｇ/L。

白

POSコード：4986616836515
26,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCシャンパーニュ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：6
※2022年6月価格改定

価格
改定
数量
限定

新商品

発泡性

数量
限定

新商品

発泡性

数量
限定

新商品

発泡性

数量
限定

数量
限定

価格
改定

価格
改定

発泡性

価格
改定

発泡性

価格
改定



23 24※容量表記のないものは全て750mlとなります。

Rosé de Saignée 1er Cru 
ロゼ・ド・セニエ 
プルミエ・クリュNV 

セニエ方式で造られる稀少なロゼ。深
みのある美しい色合い。果実味、酸味、
僅かなタンニンがバランスよく、エクス
トラドライを感じさせない充実した味わ
い。ドサージュは3ｇ/L

ロゼ

POSコード：4986616832425
16,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： AOCシャンパーニュ
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：ピノ・ノワール95％、シャ
ルドネとピノ・グリを合わせて5％
入数：6
※2022年6月価格改定

白

白

C + C Blanc de Blancs Grand Cru Extra Brut 
セ・プリュス・セ ブラン・ド・ブラン グラン・
クリュ エクストラ・ブリュットNV  

クラマンの頭文字Cとシュイィの頭文
字Cを合わせてC+Cと命名されたキ
ュヴェ。土地の味わいをストレートに表
現したいと生み出した味わいはミネラ
ル感や塩味を見事に活かしている。

Oiry Blanc de Blancs Grand Cru Extra Brut 
オワリィ ブラン・ド・ブラン グラン・
クリュ エクストラ・ブリュット NV  

生き生きとした酸味、ダイナミックなエ
ネルギーを感じる事が出来る。無清澄・
無濾過。ドサージュは1g/ℓと極、僅か
だが、充実した果実により厚みさえ感
じる事が出来る。

白

Les Robarts Cramant Blanc de Blancs Grand Cru Extra-Brut Millésime
レ・ロバール クラマン ブラン・ド・ブラン 
グラン・クリュ エクストラ・ブリュット ミレジム14

コート・デ・ブランのクラマンとアヴィー
ズの境にある単一畑ロバールのシャルド
ネのみを使って造られたスェナンのリュ
ーディ物。リューディを中心に置く方針の
スタートとなるワイン。

Champagne Suenen
シャンパーニュ スェナン
1905年にクラマンに設立されたドメーヌ。現当主のオーレリアンは4代目。アグラパールを始め注目の造り手のグルー
プ「テール・エ・ヴァン・ド・シャンパーニュ」に新たな会員として会発足以来、初めて入会を許された話題の生産者。コート・
デ・ブラン（クラマン、シュイィ、オワリィ）とランスの西にあるマシフ・ド・サン・ティエリーに合計5haを所有。畑が持
つ本来の姿を表現し、ダイナミックでエネルギーに溢れるシャンパーニュを造るためビオ・ビオディナミを実践。高名な
土壌微生物学者であるクロード・ ブルギニオン率いるLAMSの協力により毎年分析研究を行っている。畑の個性を表現
するために区画毎の葡萄でシャンパーニュを造るリューディを製造を開始している。Aurelien Suenen

Champagne　シャンパーニュ

POSコード：4986616833910
12,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOC：シャンパーニュ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：12
※2022年7月価格改定

POSコード：4986616833927
9,800円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCシャンパーニュ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：12
※2022年7月価格改定

POSコード：4986616834092
25,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOC：シャンパーニュ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：12

発泡性

白

白

Le Mont-Aigu Chouilly Blanc de Blancs Grand Cru Extra-Brut Millésime
ル・モンテギュ シュイイ ブラン・ド・ブラン グラン・
クリュ エクストラ・ブリュット ミレジム13 

シュイイ南向きの小区画、ル・モンテ
ギュ .自生酵母で発酵、無清澄、無濾
過のまま、600ℓの木樽（ドゥミ・ミュイ）
1樽で熟成。長期瓶内熟成を続ける。
ドサージュは4ｇ/ℓ。

La Cocluette Oiry Blanc de Blancs Grand Cru Extra-Brut Millésime
ラ・コクリュエット オワリイ ブラン・ド・ブラン グラン・
クリュ エクストラ・ブリュット ミレジム14  

樹齢94年のシャルドネを自生酵母で
発酵、澱とともに全体の55％はエッグ
型の垂直式タンク、残りの45％は
600ℓの木樽で熟成。長期の瓶内熟成
を行いデゴルジュマン。ドサージュは2

白

La Grande Vigne Montigny-Sur-Vesle Meunier Extra-Brut Millésime
ラ・グランド・ヴィーニュ モンターニュ‐シュール‐
ヴェスル ムニエ エクストラ・ブリュット ミレジム 14

モンターニュ・ド・ランスの北部、モンタ
ーニュ・シュール・ヴェスルに自根栽培を
含む樹齢50年のムニエ種から造られる
ブラン・ド・ノワール。自生酵母による発
酵、澱とともに樽熟成。

POSコード：4986616836119
20,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOC：シャンパーニュ
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：12

POSコード：4986616836126
20,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCシャンパーニュ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：12

POSコード：4986616836102
18,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOC：シャンパーニュ
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：ムニエ100％
入数：12

本ヴィンテージ完売

本ヴィンテージ完売

Initial Brut 
イニシャル ブリュットNV

ジャックセロスのスタンダードＮＶシャ
ンパン。平均樹齢40年のアヴィーズ、
クラマン、オジェのグランクリュ畑のシ
ャルドネから造られたブランドブラン。
木樽発酵・熟成。

白 白

白白

白

Version Originale Extra Brut 
ヴェルシオン・オリジナル 
エクストラ・ブリュットNV

葡萄自体の味わいを楽しめるノン・ドサ
ージュシャンパーニュ。シトー派修道士
のような厳格なイメージ。主にアヴィー
ズ、クラマン、オジェ 3箇所の斜面の区
画で収穫されたワインをブレンド。

Cuvée Exquise Sec
キュヴェ・エクスキーズ 
セックNV

ジャックセロス唯一のセック。原料ワイン
に比較的若くフレッシュな味わいのワイ
ンを使用。ドサージュにはワイン果汁を濃
縮したムーを使用。「グルマン（美食家）」
イメージしたという甘美な味わいを持つ。

白 白
Substance Brut
シュプスタンス 
ブリュットNV

SUBSTANCE（本質）と名付けられた
シャンパン。最高の原料ワインを産みだ
すアヴィーズ産のシャルドネをジャック
セロス独自のソレラで熟成しボトリング。
ジャックセロスのフラッグシップ的存在。

Rosé Brut
ロゼ ブリュットNV

オジェのシャルドネとアンボネイのピノ・
ノワールをブレンド。アンセルムは、骨格
と筋肉のあるスポーツマンのイメージを
このワインに求めている。ドサージュは
2～3.3g/L。

Lieux-Dits Ay La Côte Faron Extra Brut 
リューディ アイ ラ・コート・
ファロン エクストラ・ブリュットNV  

アイのリュー・ディ（単一畑）「ラ・コー
ト・ファロン」で収穫したピノ・ノワー
ルで造られる。多彩な果実味、充実し
たミネラル感、複雑な味わいはテロワ
ールを表現するセロスの新たな試み。

Lieux-Dits Mesnil sur Oger Les Carelles Extra Brut 
リューディ メニル・シュール・オジェ 
レ・キャレル エクストラ・ブリュットNV

メニル・シュール・オジェの単一畑レ・
キャレルのシャルドネ100％で造られ
る。シャンパーニュ地方でも最良の畑
として知られるこの地の特質をヴィン
テージの差異を超えて表現している。

Lieux-Dits Ambonnay Le Bout du Clos Extra Brut 
リューディ アンボネィ ル・ブー・デュ・
クロ エクストラ・ブリュットNV  

充実したミネラル、鋼鉄のような酸味が稠
密な果実味の衣装を纏う。ビオディナミで
耕作のサトウキビの砂糖を使用してティラ
ージュ、同じくビオディナミで耕作した葡
萄の濃縮果汁をドサージュに使用。

白
Lieux-Dits Mareuil sur Ay Sous le Mont Extra Brut
リューディ マルイユ・シュール・アイ スー・
ル・モン エクストラ・ブリュットNV

単一畑“スー・ル・モン”で収穫したピ
ノ・ノワールを100％使用したブラン・
ド・ノワール。マグネシウムの多い土壌
から来る苦味が強調されるためドサー
ジュはゼロのこともある。

Domaine Jacques Selosse
ドメーヌ ジャック・セロス
コート・デ・ブランのＲＭ。コート・デ・ブランの4 地区アヴィーズ、クラマン、オジェ、メニル・シュール・オジェ、そし
てアンボネィ、アイとマルイユ・シュール・アイの自社畑から芸術的なシャンパンを造り出す。現当主アンセルム・セロ
スは1990 年代より葡萄の栽培にビオディナミを導入するが1998 年、自然農法を実践する故・福岡正信氏の思想に触
れ、その後、独自の自然農法で葡萄栽培を行う。葡萄の栽培、木樽による発酵・熟成、手作業によるルミュアージュとデゴ
ルジュマン等、アンセルムのワイン造りに対する哲学は、彼の作品の1 本1 本のすみずみまで行き届いている。葡萄と向
き合うことから生まれる確かな哲学と情熱を持ち常に進化している。Anselme Selosse

Champagne　シャンパーニュ

ロゼ

POSコード：―
25,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCシャンパーニュ
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：6

POSコード：―
28,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCシャンパーニュ
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：6

POSコード：―
25,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCシャンパーニュ
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：6

POSコード：―
45,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCシャンパーニュ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：6

POSコード：―
32,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： AOCシャンパーニュ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：シャルドネ93％、
ピノ・ノワール7％
入数：6

POSコード：―
43,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： AOCシャンパーニュ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ピノ・ノワール100％
入数：6

POSコード：―
43,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： AOCシャンパーニュ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：6

POSコード：―
43,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： AOC：シャンパーニュ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ピノ・ノワール100％
入数：6

POSコード：―
43,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： AOCシャンパーニュ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ピノ・ノワール100％
入数：6

Champagne Guillaume S.
シャンパーニュ ギヨーム・エス
シャンパーニュにRM（葡萄生産者元詰）という大きな動きを造り出したジャック・セロスの現当主アンセルム・セロス
の長男ギヨーム・セロスは醸造学校卒業後、ブルゴーニュのドメーヌを始め各地での研修を行い、2011年の収穫からジ
ャック・セロスに入りアンセルムと共にシャンパーニュ造りを開始。2007年ヴィンテージのミレジムからブレンドは全
てギヨームが決定するなど、ジャック・セロスのワイン造りに於いて着々と世代交代が進行する一方、ギヨームは父親と
は違う感性でオリジナルブランドを立ち上げ新たなシャンパーニュを造りだした。

Guillaume Selosse

Champagne　シャンパーニュ

発泡性 発泡性 発泡性 発泡性

発泡性 発泡性

発泡性 発泡性

発泡性 発泡性

Millésime Extra Brut 
ミレジム 
エクストラ・ブリュット09

従来のアヴィーズ2区画のシャルドネ
種のミレジムから一新。全行程の決定
権を任された息子ギヨームの着想でグ
ラン・クリュのピノ・ノワールとシャルド
ネのブレンドへ生まれ変わる。

白

POSコード：―
55,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCシャンパーニュ
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：ピノ・ノワール、
シャルドネ
入数：6

白
Largillier 
ラルジリエNV

オーブのピノ・ノワールのエクストラ・
ブリュット。1次発酵後、2年の樽熟成
後にティラージュ。新樽不使用、瓶内
熟成2年半。ドサージュ 0.7ｇ/ℓ。エネ
ルギーを感じさせる。

※ジャック・セロスの商品に関しましては、お蔭様を持ちまして多くの方々にご要望を頂けるようになりました。深く
感謝申し上げます。ただ、生産数も少なく、日本への輸入量も限られており、全てのお客様のご要望に殆どお応え出
来ない状況でございます。ご要望にお応え出来ないお客様には誠に申し訳ありませんが、状況をお察しの上、ご了
承の程お願い申し上げます。

POSコード：4986616834955
22,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： AOCシャンパーニュ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ピノ・ノワール100％
入数：6

※生産量、輸入量とも少ない生産者です。在庫切れ等でご迷惑をお掛けする場合もございます。ご了承の程お願い申し上げます。
　ご発注の場合は在庫のお問い合わせをお願い致します。

�nce �nce �nce �nce 

コート・デ・ブランのプルミエ・クリュのヴェルテュを中心にグラン・クリュのクラマン、シュイイ、オジェ、アヴィーズ
と計16haの畑を所有。ビオディナミ栽培。発酵は自生酵母。畑によって小樽、8,000ℓの大樽をオーダーメイド的に使い
分ける。畑仕事を行うためルミュアージュは機械を導入。ドサージュは、ノン・ドサージュか2～ 4mgと最小限に抑えて
いる。全ては大地から生まれる味わいをシンプルにワインに表現するため。フランス国内外の評価もとても高い。2015
年、年末に発刊された「レヴュー・ド・ヴァン・ド・フランス」誌12月号で実施されたRM生産者格付けでセロス、アグラ
パール、エグリ・ウーリエに続いて第4位の評価を受け、その実力を証明した。

Latitude Blanc de Blancs
ラティテュード
ブラン・ド・ブラン NV

ヴェルテュにあるラルマンディエの自社
畑のシャルドネ種のみを使い、嘗てのトラ
ディションの複雑さやふくよかさを表現し
た。緯度線上の畑の葡萄を使ったという
意味でラティテュード（緯度）と表現。

白 白
Terre de Vertus Non-Dosé 1er Cru 
テール・ド・ヴェルテュ　
ノン・ドゼ プルミエ・クリュ15

ノン・ドサージュで造られるフラッグシッ
プ ワイン。ヴェルテュ斜面中央部にある
最高の区画から収穫されたシャルドネを
使用。ブドウや土壌がいかに素晴らしい
かを感じることができる、深い味わい。

Longitude Premier Cru Blanc de Blancs
ロンジテュード プルミエ・
クリュ ブラン・ド・ブラン NV

アヴィーズ、クラマン、オジェ、ヴェルテ
ュに所有する自社畑で栽培されたシャ
ルドネ種から造られた。畑が南北に連
なる位置を経度（ロンジェテュード）と
表現。

白

Champagne Larmandier-Bernier
シャンパーニュ ラルマンディエ- ベルニエ

Pierre & Sophie

     LarmandierPierre & Sophie

     Larmandier

Champagne　シャンパーニュ

POSコード：4986616834320
9,800円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCシャンパーニュ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：6
※2022年6月価格改定

POSコード：4986616834344
14,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCシャンパーニュ
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：6
※2022年6月価格改定

POSコード：4986616834313
11,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCシャンパーニュ
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：6
※2022年6月価格改定

白
Vieille Vigne du Levant Grand Cru 
ヴィエーユ・ヴィーニュ・デュ・
ルヴァン グラン・クリュ 12

クラマン産シャルドネの持つ重厚な味わ
いを見事に表現する。繊細でエレガント
であり、リッチな味わい。ルヴァンは東と
いう意味があり、朝日が昇るところを指
します。ドサージュは僅か2ｇ/L。

POSコード：4986616833675
24,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCシャンパーニュ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：6
※2022年6月価格改定

価格
改定

価格
改定

価格
改定

Les Chemins D'Avize Grand Cru Blanc de Blancs
レ・シュマン・ダヴィーズ グラン・
クリュ ブラン・ド・ブラン14

シュマン・ダヴィーズの畑が単一畑のワ
インを造るに相応しい事は以前から意
識していて2009年ヴィンテージからは
他の畑のワインと分けて単独でのワイ
ン造りを実施した。ドサージュは2ｇ/L。

白

POSコード：4986616836515
26,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCシャンパーニュ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：6
※2022年6月価格改定

価格
改定
数量
限定

新商品

発泡性

数量
限定

新商品

発泡性

数量
限定

新商品

発泡性

数量
限定

数量
限定

価格
改定

価格
改定

発泡性

価格
改定

発泡性

価格
改定



25 26※容量表記のないものは全て750mlとなります。

ドメーヌ　ジャン・コレではシャブリ北部ヴィリにある自社畑のシャブリ用
の葡萄を使ってスパークリングワインを少量、生産開始した。ドメーヌのシャ
ブリと同じ葡萄を使用するも、ティラージュ以降のスパークリングワインの製
造工程はスパークリングワイン専門会社で行うため、ドメーヌ　ジャン・コレ
とは区別して生産者名をジル・エ・ロマン・コレとしている。AOCの規定はな
いがクレマン・ド・シャブリと言いたくなる味わい。

ドメーヌ ジャン・コレのセカンド
ワイン。ジャン・コレの味わいをお
求めやすい価格で楽しんでいただ
くため造られたお買い得ワイン。（生
産量限定ですので時期によっては
出荷できない場合もあります。）

Gilles & Romain Collet
ジル・エ・ロマン コレ      

Chablis　シャブリ

Domaine Costal　
ドメーヌ コスタル

白

白
Chablis 1er Cru Mont de Milleu
シャブリ プルミエ・クリュ 
モン・ド・ミリュー18

Chablis Grand Cru Les Clos 
シャブリ グラン・クリュ 
レ・クロ19

シャブリのグラン・クリュでも最高評価の
畑。豊かな果実味を美しい酸とミネラルが
引き締め、非常によいバランスのワイン。
果実の凝縮感、余韻の広がり、さすがジャ
ン・コレのレ・クロと唸らせる秀逸なワイン。

グラン・クリュサイドの一級畑。果実味と酸
に力があり、ミネラル感から来る芯のある強
さを感じる。30％は228L新樽、70％はド
ゥミ・ムイ(600L)で発酵・熟成させアッサ
ンブラージュ後ステンレスタンク内で静置。

白
Crémant de Bourgogne 
クレマン・ド・
ブルゴーニュNV

「クレマン・ド・シャブリ」と表記できな
いのは残念だが、果実味、酸味やミネ
ラル感は紛うことなきジルとロマンの
造る「泡のあるシャブリ」。

白
Chablis Grand Cru Valmur 
シャブリ グラン・クリュ 
ヴァルミュール19 

クラシック・シャブリを見事に表現する
グラン・クリュ。火打石の香り、樽熟成
によるバニラ香、複雑で重厚な味わい
だが、充実した酸味とミネラル分が骨
格を作り、全体をまとめ上げている。

白白
Chablis 
シャブリ19

Chablis Vielles Vignes 
シャブリ 
ヴィエーユ・ヴィーニュ19

見事な果実の味わいをそのままにミネ
ラルやシャープできれいな酸でワイン
を表現する名品。セカンドだからできる
価格とクオリティー。

リーズナブルな価格でシャブリの味わ
いの本質、他の産地にないミネラル感
と心地よい酸味を満喫出来るコスト・
パフォーマンスに優れたワイン。

白
Chablis 1er Cru Montmains 
シャブリ プルミエ・クリュ 
モンマン18

ヴィエーユ・ヴィーニュらしい味わいの
厚みが印象的。典型的なシャブリの特
徴を全て持ち、ACクラスとは思えな
い様な堂々としたボディを感じさせる
ワイン。

POSコード：3488345000027
5,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOC：シャブリ プルミエ・
クリュ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：12
※2022年7月価格改定

POSコード：3488349000023
12,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOC：シャブリ グラン・
クリュ
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：12
※2022年7月価格改定

POSコード：3488347000025
10,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOC：シャブリ グラン・
クリュ
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：12
※2022年7月価格改定

POSコード：3488342005025
3,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCシャブリ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：12
※2022年7月価格改定

POSコード：3488344005023
4,100円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCシャブリ プルミエ・
クリュ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：12
※2022年7月価格改定

POSコード：3488342005049
3,200円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCシャブリ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：12
※2022年7月価格改定

POSコード：3488348000024
3,300円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： AOCクレマン・ド・ブル
ゴーニュ
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：6

�nce �nce �nce �nce 

白

白

白

Chablis Vieilles Vignes
シャブリ ヴィエーユ・
ヴィーニュ19 

Chablis 1er Cru Vaillons 
シャブリ プルミエ・クリュ 
ヴァイヨン18

ステンレスタンクで発酵、1/3をフードル
（8,000Ｌの木樽）1/3を228Lの小樽、
1/3をステンレスタンクで熟成後アッサン
ブラージュ。透明感のある端正な味わい
にミネラルや樽香が絶妙にバランス。

Chablis 1er Cru Vaillons 375ml 
シャブリ プルミエ・クリュ 
ヴァイヨン 375ml 19  

ステンレスタンクで発酵、1/3をフードル
（8,000Ｌの木樽）1/3を228Lの小樽、
1/3をステンレスタンクで熟成後アッサン
ブラージュ。透明感のある端正な味わい
にミネラルや樽香が絶妙にバランス。

樹齢65年の古木の葡萄から造られる
濃密で味わい深い希少なシャブリ。味
わいの厚みが最も印象的。ACクラス
とは思えない様な堂々としたボディを
感じさせるワイン。

白
Chablis 1er Cru Montmains
シャブリ プルミエ・
クリュ モンマン18

引き締まった酸味と、畑の持つ重厚な
ミネラル分、果実味と切れ味の良いシ
ャープな味わいが特徴。シャブリらしい
ミネラルを表現するため敢えて発酵・
熟成にステンレスタンクを使用。

白 白
Chablis 1er Cru Sécher 
シャブリ プルミエ・クリュ 
セシェ18

次代を引き継ぐロマンが造りだす透明感
のある美しいシャブリ。葡萄は軽く絞った
上澄みのみを使用。30％小樽、70％を
ステンレスタンクで発酵・熟成し、アッサ
ンブラージュ。無濾過でボトリング。

Chablis 1er Cru Montée de Tonnerre 
シャブリ プルミエ・クリュ 
モンテ・ド・トネール19

グラン・クリュと同じ斜面の直ぐ南に位置。
228Lの小樽を使用し発酵・熟成。厚みのある
口当たり、果実味の中に、シャブリらしいしっか
りとしたミネラル分が感じられ見事に濃縮され
た味わいは鋼のように強く、且つ愛らしい。

POSコード：3488342000044
3,600円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCシャブリ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：12
※2022年7月価格改定

POSコード：3488343000029
4,800円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCシャブリ プルミエ・
クリュ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：12
※2022年7月価格改定

POSコード：3488344000028
4,800円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCシャブリ プルミエ・
クリュ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：12
※2022年7月価格改定

POSコード：3488343000128
5,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCシャブリ プルミエ・
クリュ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：12
※2022年7月価格改定

POSコード：3488346000026
5,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCシャブリ プルミエ・
クリュ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：12
※2022年7月価格改定

POSコード：3488343000012
2,600円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCシャブリ プルミエ・
クリュ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：24
※2022年7月価格改定375ml

Petit Chablis 
プティ シャブリ19

プティ・シャブリの地層はフルーティー
なシャルドネを産し、丘の上の涼しい気
候からは切れの良い酸味を併せ持つ
凛としたワインを生み出す。

白 白
Chablis 375ml 
シャブリ 375ml 19

シャブリ本来のミネラル感が味わえるス
タンダード・シャブリ。果実味ときれいな
酸味のバランスが素晴らしく、シャブリ
の土地や空気までをも表現したようなミ
ネラル感のあるシャブリらしいシャブリ。

Chablis 
シャブリ19

シャブリ本来のミネラル感が味わえるス
タンダード・シャブリ。果実味ときれいな
酸味のバランスが素晴らしく、シャブリ
の土地や空気までをも表現したようなミ
ネラル感のあるシャブリらしいシャブリ。

白

白
Chablis les Truffières
シャブリ レ・
トリュフィエール19

無農薬有機栽培でシャルドネを栽培し
17年目にして製品化したジャン・コレ
のビオワイン。名前は元 ト々リュフ畑だ
ったことに由来。無濾過でボトリング。

POSコード：3488341000021
2,800円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCプティ・シャブリ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：12
※2022年7月価格改定

POSコード：3488342000013
1,900円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCシャブリ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：24
※2022年7月価格改定

POSコード：3488342000020
3,200円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCシャブリ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：12
※2022年7月価格改定

POSコード：3488342008026
3,600円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCシャブリ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：12
※2022年7月価格改定

375ml

クリストフ・ミニョンはヴァレ・ド・ラ・マルヌ中央部南側のフェスティニーの地に6.5ha の葡萄園を所有するレコルタ
ン・マニピュラン。彼のワイン造りの思想は栽培にビオディナミを実践し、ピュアなテロワールの味わいを表現したシャ
ンパーニュを造り出すこと。寒冷な地域、開花が遅いムニエは主要な葡萄だが、シャンパーニュでは補助的な品種として
扱われてきたムニエ種から芸術的なシャンパーニュを生み出し、ムニエ種のイメージを大きく変えたのがクリストフ・
ミニョン。数多くのシャンパーニュ生産者からムニエの第一人者として認められる存在となった。

Champagne Christophe Mignon
シャンパーニュ クリストフ・ミニョン    

Launence &

  Christophe MignonLaunence &

  Christophe Mignon

Champagne Arnaud de Cheurlin
シャンパーニュ アルノー・ド・シューラン        
シャンパーニュ地方南部、コート・デ・バール地区のセル・シュール・ウルスに位置するシャンパーニュ・メーカー。日当
たりの良い斜面に6.5ha の自社畑を持ち、平均年産5 万本のシャンパーニュを送り出しているレコルタン・マニピュラ
ン。この地区としてはピノ・ノワールの比率が高いが、シャブリと同じキンメリジャン（石灰質土壌）から生み出される、
苺を基調とするベリー系の香味は、この地の特徴を見事に表現している。巷のRM生産者にありがちな茫洋とした味わい
ではなく、しっかり焦点が定まった味わいに新たな時代のスタンダードシャンパーニュを感じさせる。Jurgen &

Christine C
heurlinJurgen &

Christine C
heurlin

Champagne　シャンパーニュ

Brut Réserve 
ブリュット レゼルヴ NV

シャンパーニュ地方南部でリュット・レ
ゾネ（減農薬栽培）で造られた葡萄を
使用。ベリー系の香りが華やかに立ち
上り、心地よい味わい。しっかりとした
飲みごたえのあるシャンパン。       

白

POSコード：3412560001019
5,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCシャンパーニュ
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：ピノ・ノワール75％、
シャルドネ25％
入数：6
※2022年7月価格改定

Brut Réserve 375ml
ブリュット レゼルヴ 375ml
NV

シャンパーニュをお手頃にハーフサイ
ズで提供。ベリー系の香りが華やかに
立ち上り、心地よい味わい。しっかりと
した飲みごたえのあるシャンパーニュ。                                           
 

白

POSコード：3412560000005
3,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCシャンパーニュ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ピノ・ノワール75％、シャ
ルドネ25％
入数：12

発泡性

Carte Noire Brut 
カルト・ノワール ブリュット
NV

36ヶ月間長期熟成されたブラン・ド・
ノワール。複雑な味わいだが、シューラ
ンらしく酸味と飲みやすさを持ったシャ
ンパーニュ。優しさと力強さが一体と
なり焦点の定まった味わい。      

白

POSコード：3412560001040
5,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCシャンパーニュ
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：ピノ・ノワール50％、ム
ニエ50％
入数：6
※2022年7月価格改定

シャブリの地に1792 年より代々伝わるワイン造りの家系。先々代のジャン・コレは1952 年からワイン造りに携わり、
1954 年にそれまでワイン商に販売していたワインを自社でボトリングし、販売を開始。1979 年に先代のジルが加わ
り、2008 年ジルの長男で現当主のロマンが参加、伝統を継承。畑の特質を最大限に表現するためキュヴェ毎に醸造法を
変えて、その葡萄に最も相応しいワイン造りを行っている。トリュフィエール畑でのビオロジック栽培の長い経験を生かし、
所有畑全体をビオロジックに転換中。グラン・クリュとプルミエ・クリュは既にビオロジックの認定を取得、AOCシャブリも
半分以上ビオに転換を終えている。シャブリの大地を見事に表現したミネラル感のある味わいは正に本物のシャブリ。

Domaine Jean Collet et Fils
ドメーヌ ジャン・コレ・エ・フィス      

Collet   Family
Collet   Family

Bourgogne / Chablis シャブリ

※ADN・ドゥ・ムニエ エクストラ・ブリュット マグナム及びADN・ドゥ・ムニエ ロゼ・ド・セニエ エクストラ・ブリュットは、生産量僅かなためご要望にお応えできない場合もございます。

Troisième Millénaire 
トロワジェーム・
ミレネールNV

名前の意味は第3千年紀（2001年か
ら3000年までを言う）のキュヴェ。果
実味とのバランスの良さを表現するス
タイルで、複雑な味わいの中にフレッ
シュ感も楽しめる。

白

POSコード：4986616832500
8,200円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCシャンパーニュ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ムニエ50％、シャルドネ
50％
入数：6
※2022年7月価格改定

ADN de Meunier Extra-Brut 
ADN・ドゥ・ムニエ 
エクストラ・ブリュット NV

クリストフのムニエに対する思いを表
現するため造られたムニエ100％の
エクストラ・ブリュット。ANDとは
DNAを意味し、ムニエの味わいの本
質を語るミニョンのメインキュヴェ。

白

POSコード：4986616835556
8,200円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCシャンパーニュ
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：ムニエ100％
入数：6
※2022年7月価格改定

ADN de Meunier Millesime Brut Nature 
ADN・ドゥ・ムニエ ミレジム 
ブリュット・ナチュール15

白

ムニエ100％でドサージュ無し、しか
もミレジム。クリストフのムニエに対す
る思いを表現する究極の一本。実に軽
やかでいて複雑、長い長い余韻、ムニ
エの本質を見事に表現。

POSコード：4986616835563
13,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： AOCシャンパーニュ
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：ムニエ100％
入数：6
※2022年7月価格改定

ADN de Meunier Rosé de Saignee Extra Brut
ADN・ドゥ・ムニエ ロゼ・ド・
セニエ エクストラ・ブリュット NV

ロゼ

ビオディナミで栽培されたムニエを使い
セニエ方式で造られるロゼ。ベリー系の
香りが華やかに立ち上り、心地よい味わ
い、アフターに僅かなタンニンがアクセ
ントになり後味を引き締めている。

POSコード：4986616835969
12,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： AOCシャンパーニュ
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：ムニエ100％
入数：6
※2022年7月価格改定

Champagne　シャンパーニュ

ADN de Meunier Extra-Brut Magnum
ADN・ドゥ・ムニエ 
エクストラ・ブリュット マグナム NV

白

クリストフのムニエに対する思いを表
現するためのムニエ100％のエクスト
ラ・ブリュット。これをマグナムで味わ
う贅沢を享受いただきたい。

POSコード：4986616835952
15,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： AOCシャンパーニュ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ムニエ100％
入数：3
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価格
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白
Chablis 1er Cru Vaillons 
シャブリ プルミエ・クリュ 
ヴァイヨン マグナム18

果実の香りが華やかで樽香とのバランスも心
地よい。酸味は確りしているがまろやかでしな
やか。アフターテイストに重量感があり、僅か
なアーモンド香と共に長い余韻が楽しめる。大
容量ワインの特徴が明確に表現されている。

POSコード：3488343000036
12,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCシャブリ プルミエ・
クリュ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：6
※2022年7月価格改定

価格
改定

1500ml



25 26※容量表記のないものは全て750mlとなります。

ドメーヌ　ジャン・コレではシャブリ北部ヴィリにある自社畑のシャブリ用
の葡萄を使ってスパークリングワインを少量、生産開始した。ドメーヌのシャ
ブリと同じ葡萄を使用するも、ティラージュ以降のスパークリングワインの製
造工程はスパークリングワイン専門会社で行うため、ドメーヌ　ジャン・コレ
とは区別して生産者名をジル・エ・ロマン・コレとしている。AOCの規定はな
いがクレマン・ド・シャブリと言いたくなる味わい。

ドメーヌ ジャン・コレのセカンド
ワイン。ジャン・コレの味わいをお
求めやすい価格で楽しんでいただ
くため造られたお買い得ワイン。（生
産量限定ですので時期によっては
出荷できない場合もあります。）

Gilles & Romain Collet
ジル・エ・ロマン コレ      

Chablis　シャブリ

Domaine Costal　
ドメーヌ コスタル

白

白
Chablis 1er Cru Mont de Milleu
シャブリ プルミエ・クリュ 
モン・ド・ミリュー18

Chablis Grand Cru Les Clos 
シャブリ グラン・クリュ 
レ・クロ19

シャブリのグラン・クリュでも最高評価の
畑。豊かな果実味を美しい酸とミネラルが
引き締め、非常によいバランスのワイン。
果実の凝縮感、余韻の広がり、さすがジャ
ン・コレのレ・クロと唸らせる秀逸なワイン。

グラン・クリュサイドの一級畑。果実味と酸
に力があり、ミネラル感から来る芯のある強
さを感じる。30％は228L新樽、70％はド
ゥミ・ムイ(600L)で発酵・熟成させアッサ
ンブラージュ後ステンレスタンク内で静置。

白
Crémant de Bourgogne 
クレマン・ド・
ブルゴーニュNV

「クレマン・ド・シャブリ」と表記できな
いのは残念だが、果実味、酸味やミネ
ラル感は紛うことなきジルとロマンの
造る「泡のあるシャブリ」。

白
Chablis Grand Cru Valmur 
シャブリ グラン・クリュ 
ヴァルミュール19 

クラシック・シャブリを見事に表現する
グラン・クリュ。火打石の香り、樽熟成
によるバニラ香、複雑で重厚な味わい
だが、充実した酸味とミネラル分が骨
格を作り、全体をまとめ上げている。

白白
Chablis 
シャブリ19

Chablis Vielles Vignes 
シャブリ 
ヴィエーユ・ヴィーニュ19

見事な果実の味わいをそのままにミネ
ラルやシャープできれいな酸でワイン
を表現する名品。セカンドだからできる
価格とクオリティー。

リーズナブルな価格でシャブリの味わ
いの本質、他の産地にないミネラル感
と心地よい酸味を満喫出来るコスト・
パフォーマンスに優れたワイン。

白
Chablis 1er Cru Montmains 
シャブリ プルミエ・クリュ 
モンマン18

ヴィエーユ・ヴィーニュらしい味わいの
厚みが印象的。典型的なシャブリの特
徴を全て持ち、ACクラスとは思えな
い様な堂々としたボディを感じさせる
ワイン。

POSコード：3488345000027
5,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOC：シャブリ プルミエ・
クリュ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：12
※2022年7月価格改定

POSコード：3488349000023
12,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOC：シャブリ グラン・
クリュ
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：12
※2022年7月価格改定

POSコード：3488347000025
10,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOC：シャブリ グラン・
クリュ
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：12
※2022年7月価格改定

POSコード：3488342005025
3,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCシャブリ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：12
※2022年7月価格改定

POSコード：3488344005023
4,100円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCシャブリ プルミエ・
クリュ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：12
※2022年7月価格改定

POSコード：3488342005049
3,200円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCシャブリ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：12
※2022年7月価格改定

POSコード：3488348000024
3,300円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： AOCクレマン・ド・ブル
ゴーニュ
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：6

�nce �nce �nce �nce 

白

白

白

Chablis Vieilles Vignes
シャブリ ヴィエーユ・
ヴィーニュ19 

Chablis 1er Cru Vaillons 
シャブリ プルミエ・クリュ 
ヴァイヨン18

ステンレスタンクで発酵、1/3をフードル
（8,000Ｌの木樽）1/3を228Lの小樽、
1/3をステンレスタンクで熟成後アッサン
ブラージュ。透明感のある端正な味わい
にミネラルや樽香が絶妙にバランス。

Chablis 1er Cru Vaillons 375ml 
シャブリ プルミエ・クリュ 
ヴァイヨン 375ml 19  

ステンレスタンクで発酵、1/3をフードル
（8,000Ｌの木樽）1/3を228Lの小樽、
1/3をステンレスタンクで熟成後アッサン
ブラージュ。透明感のある端正な味わい
にミネラルや樽香が絶妙にバランス。

樹齢65年の古木の葡萄から造られる
濃密で味わい深い希少なシャブリ。味
わいの厚みが最も印象的。ACクラス
とは思えない様な堂々としたボディを
感じさせるワイン。

白
Chablis 1er Cru Montmains
シャブリ プルミエ・
クリュ モンマン18

引き締まった酸味と、畑の持つ重厚な
ミネラル分、果実味と切れ味の良いシ
ャープな味わいが特徴。シャブリらしい
ミネラルを表現するため敢えて発酵・
熟成にステンレスタンクを使用。

白 白
Chablis 1er Cru Sécher 
シャブリ プルミエ・クリュ 
セシェ18

次代を引き継ぐロマンが造りだす透明感
のある美しいシャブリ。葡萄は軽く絞った
上澄みのみを使用。30％小樽、70％を
ステンレスタンクで発酵・熟成し、アッサ
ンブラージュ。無濾過でボトリング。

Chablis 1er Cru Montée de Tonnerre 
シャブリ プルミエ・クリュ 
モンテ・ド・トネール19

グラン・クリュと同じ斜面の直ぐ南に位置。
228Lの小樽を使用し発酵・熟成。厚みのある
口当たり、果実味の中に、シャブリらしいしっか
りとしたミネラル分が感じられ見事に濃縮され
た味わいは鋼のように強く、且つ愛らしい。

POSコード：3488342000044
3,600円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCシャブリ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：12
※2022年7月価格改定

POSコード：3488343000029
4,800円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCシャブリ プルミエ・
クリュ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：12
※2022年7月価格改定

POSコード：3488344000028
4,800円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCシャブリ プルミエ・
クリュ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：12
※2022年7月価格改定

POSコード：3488343000128
5,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCシャブリ プルミエ・
クリュ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：12
※2022年7月価格改定

POSコード：3488346000026
5,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCシャブリ プルミエ・
クリュ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：12
※2022年7月価格改定

POSコード：3488343000012
2,600円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCシャブリ プルミエ・
クリュ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：24
※2022年7月価格改定375ml

Petit Chablis 
プティ シャブリ19

プティ・シャブリの地層はフルーティー
なシャルドネを産し、丘の上の涼しい気
候からは切れの良い酸味を併せ持つ
凛としたワインを生み出す。

白 白
Chablis 375ml 
シャブリ 375ml 19

シャブリ本来のミネラル感が味わえるス
タンダード・シャブリ。果実味ときれいな
酸味のバランスが素晴らしく、シャブリ
の土地や空気までをも表現したようなミ
ネラル感のあるシャブリらしいシャブリ。

Chablis 
シャブリ19

シャブリ本来のミネラル感が味わえるス
タンダード・シャブリ。果実味ときれいな
酸味のバランスが素晴らしく、シャブリ
の土地や空気までをも表現したようなミ
ネラル感のあるシャブリらしいシャブリ。

白

白
Chablis les Truffières
シャブリ レ・
トリュフィエール19

無農薬有機栽培でシャルドネを栽培し
17年目にして製品化したジャン・コレ
のビオワイン。名前は元 ト々リュフ畑だ
ったことに由来。無濾過でボトリング。

POSコード：3488341000021
2,800円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCプティ・シャブリ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：12
※2022年7月価格改定

POSコード：3488342000013
1,900円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCシャブリ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：24
※2022年7月価格改定

POSコード：3488342000020
3,200円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCシャブリ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：12
※2022年7月価格改定

POSコード：3488342008026
3,600円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCシャブリ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：12
※2022年7月価格改定

375ml

クリストフ・ミニョンはヴァレ・ド・ラ・マルヌ中央部南側のフェスティニーの地に6.5ha の葡萄園を所有するレコルタ
ン・マニピュラン。彼のワイン造りの思想は栽培にビオディナミを実践し、ピュアなテロワールの味わいを表現したシャ
ンパーニュを造り出すこと。寒冷な地域、開花が遅いムニエは主要な葡萄だが、シャンパーニュでは補助的な品種として
扱われてきたムニエ種から芸術的なシャンパーニュを生み出し、ムニエ種のイメージを大きく変えたのがクリストフ・
ミニョン。数多くのシャンパーニュ生産者からムニエの第一人者として認められる存在となった。

Champagne Christophe Mignon
シャンパーニュ クリストフ・ミニョン    

Launence &

  Christophe MignonLaunence &

  Christophe Mignon

Champagne Arnaud de Cheurlin
シャンパーニュ アルノー・ド・シューラン        
シャンパーニュ地方南部、コート・デ・バール地区のセル・シュール・ウルスに位置するシャンパーニュ・メーカー。日当
たりの良い斜面に6.5ha の自社畑を持ち、平均年産5 万本のシャンパーニュを送り出しているレコルタン・マニピュラ
ン。この地区としてはピノ・ノワールの比率が高いが、シャブリと同じキンメリジャン（石灰質土壌）から生み出される、
苺を基調とするベリー系の香味は、この地の特徴を見事に表現している。巷のRM生産者にありがちな茫洋とした味わい
ではなく、しっかり焦点が定まった味わいに新たな時代のスタンダードシャンパーニュを感じさせる。Jurgen &

Christine C
heurlinJurgen &

Christine C
heurlin

Champagne　シャンパーニュ

Brut Réserve 
ブリュット レゼルヴ NV

シャンパーニュ地方南部でリュット・レ
ゾネ（減農薬栽培）で造られた葡萄を
使用。ベリー系の香りが華やかに立ち
上り、心地よい味わい。しっかりとした
飲みごたえのあるシャンパン。       

白

POSコード：3412560001019
5,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCシャンパーニュ
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：ピノ・ノワール75％、
シャルドネ25％
入数：6
※2022年7月価格改定

Brut Réserve 375ml
ブリュット レゼルヴ 375ml
NV

シャンパーニュをお手頃にハーフサイ
ズで提供。ベリー系の香りが華やかに
立ち上り、心地よい味わい。しっかりと
した飲みごたえのあるシャンパーニュ。                                           
 

白

POSコード：3412560000005
3,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCシャンパーニュ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ピノ・ノワール75％、シャ
ルドネ25％
入数：12

発泡性

Carte Noire Brut 
カルト・ノワール ブリュット
NV

36ヶ月間長期熟成されたブラン・ド・
ノワール。複雑な味わいだが、シューラ
ンらしく酸味と飲みやすさを持ったシャ
ンパーニュ。優しさと力強さが一体と
なり焦点の定まった味わい。      

白

POSコード：3412560001040
5,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCシャンパーニュ
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：ピノ・ノワール50％、ム
ニエ50％
入数：6
※2022年7月価格改定

シャブリの地に1792 年より代々伝わるワイン造りの家系。先々代のジャン・コレは1952 年からワイン造りに携わり、
1954 年にそれまでワイン商に販売していたワインを自社でボトリングし、販売を開始。1979 年に先代のジルが加わ
り、2008 年ジルの長男で現当主のロマンが参加、伝統を継承。畑の特質を最大限に表現するためキュヴェ毎に醸造法を
変えて、その葡萄に最も相応しいワイン造りを行っている。トリュフィエール畑でのビオロジック栽培の長い経験を生かし、
所有畑全体をビオロジックに転換中。グラン・クリュとプルミエ・クリュは既にビオロジックの認定を取得、AOCシャブリも
半分以上ビオに転換を終えている。シャブリの大地を見事に表現したミネラル感のある味わいは正に本物のシャブリ。

Domaine Jean Collet et Fils
ドメーヌ ジャン・コレ・エ・フィス      

Collet   Family
Collet   Family

Bourgogne / Chablis シャブリ

※ADN・ドゥ・ムニエ エクストラ・ブリュット マグナム及びADN・ドゥ・ムニエ ロゼ・ド・セニエ エクストラ・ブリュットは、生産量僅かなためご要望にお応えできない場合もございます。

Troisième Millénaire 
トロワジェーム・
ミレネールNV

名前の意味は第3千年紀（2001年か
ら3000年までを言う）のキュヴェ。果
実味とのバランスの良さを表現するス
タイルで、複雑な味わいの中にフレッ
シュ感も楽しめる。

白

POSコード：4986616832500
8,200円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCシャンパーニュ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ムニエ50％、シャルドネ
50％
入数：6
※2022年7月価格改定

ADN de Meunier Extra-Brut 
ADN・ドゥ・ムニエ 
エクストラ・ブリュット NV

クリストフのムニエに対する思いを表
現するため造られたムニエ100％の
エクストラ・ブリュット。ANDとは
DNAを意味し、ムニエの味わいの本
質を語るミニョンのメインキュヴェ。

白

POSコード：4986616835556
8,200円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCシャンパーニュ
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：ムニエ100％
入数：6
※2022年7月価格改定

ADN de Meunier Millesime Brut Nature 
ADN・ドゥ・ムニエ ミレジム 
ブリュット・ナチュール15

白

ムニエ100％でドサージュ無し、しか
もミレジム。クリストフのムニエに対す
る思いを表現する究極の一本。実に軽
やかでいて複雑、長い長い余韻、ムニ
エの本質を見事に表現。

POSコード：4986616835563
13,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： AOCシャンパーニュ
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：ムニエ100％
入数：6
※2022年7月価格改定

ADN de Meunier Rosé de Saignee Extra Brut
ADN・ドゥ・ムニエ ロゼ・ド・
セニエ エクストラ・ブリュット NV

ロゼ

ビオディナミで栽培されたムニエを使い
セニエ方式で造られるロゼ。ベリー系の
香りが華やかに立ち上り、心地よい味わ
い、アフターに僅かなタンニンがアクセ
ントになり後味を引き締めている。

POSコード：4986616835969
12,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： AOCシャンパーニュ
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：ムニエ100％
入数：6
※2022年7月価格改定

Champagne　シャンパーニュ

ADN de Meunier Extra-Brut Magnum
ADN・ドゥ・ムニエ 
エクストラ・ブリュット マグナム NV

白

クリストフのムニエに対する思いを表
現するためのムニエ100％のエクスト
ラ・ブリュット。これをマグナムで味わ
う贅沢を享受いただきたい。

POSコード：4986616835952
15,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： AOCシャンパーニュ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ムニエ100％
入数：3

1500ml

375ml

新商品

価格
改定

価格
改定

価格
改定

価格
改定

発泡性

価格
改定

発泡性

価格
改定

価格
改定

価格
改定

価格
改定

価格
改定

価格
改定

価格
改定

価格
改定

価格
改定

価格
改定

価格
改定

価格
改定

価格
改定

価格
改定

価格
改定

価格
改定

価格
改定

白
Chablis 1er Cru Vaillons 
シャブリ プルミエ・クリュ 
ヴァイヨン マグナム18

果実の香りが華やかで樽香とのバランスも心
地よい。酸味は確りしているがまろやかでしな
やか。アフターテイストに重量感があり、僅か
なアーモンド香と共に長い余韻が楽しめる。大
容量ワインの特徴が明確に表現されている。

POSコード：3488343000036
12,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCシャブリ プルミエ・
クリュ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：6
※2022年7月価格改定

価格
改定

1500ml



27 28※容量表記のないものは全て750mlとなります。
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歴史は1595 年にジュヴレ・シャンベルタンで葡萄栽培を行っていたことに始まる。1995 年自社畑の小作契約が終了
しドメーヌ ビゾ設立と同時にジャン-イヴが責任者となる。1997 年有機農法へ転換。2001年摘芯を廃止。醸造は選果、
除梗、破砕は行わず、徹底的に収穫時に選果された健全な葡萄のみを全房のまま発酵樽へ入れ、自生酵母による発酵を実
施。ボトリングも樽から直接行う。1999 年以来、醸造段階ではSO2は使用していない。「ワインの本質とは何か」と考え、
慣例にとらわれず不必要なものを徹底的に削ぎ落とし「シンプルなワイン造りすること」で生まれる唯一無二のビゾスタ
イルのワインは圧倒的な存在感を放っている。

Bourgogne Hautes-Côtes de Nuits Blanc
ブルゴーニュ オート・コート・
ド・ニュイ ブラン19

オープン価格 オープン価格 オープン価格 オープン価格

オープン価格 オープン価格 オープン価格 オープン価格

繊細で気品のある味わい。ミネラルに
富む。酸味の美しさはオート・コートに
吹く風をイメージさせる。ミネラルに富
み、とても美しいフォルムに包まれた
エレガントなワイン。

白
Marsannay Clos du Roy Rouge 
マルサネ クロ・デュ・ロワ 
ルージュ19

硬質なイメージ。スミレ等の花の香り、
ストラクチャーと果実味があり力強さ
を感じる。クロ・デュ・ロワの中でも斜
面上部に位置しているとても良いパー
セル。

Les Violettes Blanc 
レ・ヴィオレット ブラン19

まさにヴォーヌ・ロマネの白。畑はクロ・
ド・ヴ―ジョの畑の直ぐ南側に位置す
る。複雑で重厚だが透き通るような透
明感がある。

白
Le Chapitre Rouge
ル・シャピートル ルージュ19

程よいスパイス香が豊かな果実味を覆
う。とても余韻が長く複雑でエレガント。
レースをまとった様な滑らかな口当たり。
ジャン・イヴはこの畑に大きなポテンシャ
ルを感じており特級クラスと言う。

Vosne-Romanée
ヴォーヌ・ロマネ19

Vosne-Romanée Les Réas
ヴォーヌ・ロマネ 
レ・レア19

葡萄の凝縮感に驚かされる。決して濃
度が高いだけではなく流麗な艶を持っ
たワイン。果実味と酸味のバランスの
次元が高い。魅せられるワイン。

Les Jachées
レ・ジャシェ19

ビゾ氏の自宅の裏の畑から収穫。果実味の
凝縮感、味わいの強さ、骨格を感じさヴィラ
ージュではなく確実に上級ワインをイメージ
させる。重厚ではあるが、まるでシルクのよう
な稠密さと滑らかさを併せ持つ見事な味わい。

Vosne-Romanée 1er Cru 
ヴォーヌ・ロマネ 
プルミエ・クリュ19 

エシェゾーの区画にありながら敢えてプ
ルミエ・クリュでリリースしているワイ
ン。豊かな果実味がミネラルを覆う。余
韻が長く複雑そしてエレガント。ワイン
の持つ迫力はグラン・クリュそのもの。

Domaine Bizot
ドメーヌ ビゾ

Bourgogne / Vosne-Romanée ヴォーヌ・ロマネ

柔らかで滑らかな味わい。タンニンも
表面に出ず、骨格になっている。以前
別キュヴェとしたヴィエーユ・ヴィーニ
ュは2010年以降、通常のヴォーヌ・
ロマネにブレンドされている。

赤 赤

赤 赤赤 赤

POSコード：4986616836492

参考小売価格 :

原産地呼称：AOCオート・コート・ド・
ニュイ
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：6

POSコード：4986616836461

参考小売価格 :

原産地呼称：AOCマルサネ
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：ピノ･ノワール100％
入数：6

POSコード：4986616836430

参考小売価格 :

原産地呼称：AOCブルゴーニュ
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：6

POSコード：4986616836454

参考小売価格 :

原産地呼称：AOCブルゴーニュ
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：ピノ･ノワール100％
入数：6

POSコード：4986616836478

参考小売価格 :

原産地呼称：AOCヴォーヌ･ロマネ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ピノ･ノワール100％
入数：6

POSコード：4986616836409

参考小売価格 :

原産地呼称：AOCヴォーヌ･ロマネ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ピノ･ノワール100％
入数：6

POSコード：4986616836416

参考小売価格 :

原産地呼称：AOCヴォーヌ･ロマネ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ピノ･ノワール100％
入数：6

POSコード：4986616836447

参考小売価格 :

原産地呼称：AOCヴォーヌ･ロマネ 
プルミエ･クリュ
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：ピノ･ノワール100％
入数：12

Jean�Yves Bizot
Jean�Yves Bizot

Clos de la Roche Grand Cru
クロ・ド・ラ・ロッシュ 
グラン・クリュ19

毎年一樽のみ生産される珠玉のような
ワイン。畑の良さを飾ることなく素直に
表現したワイン。そして圧倒的な力強
さと果実味を感じつつ、心地よく楽し
める。

Charmes-Chambertin Grand Cru 
シャルム・シャンベルタン 
グラン・クリュ19

シャルムは線が細いといわれるが、マ
ルシャンのシャルムは引き締まった中
心部と熟した果実味が同時に味わえ
る。しっかりとしたタンニンも感じられ、
長い余韻をゆったりと楽しめる1本。

Griotte-Chambertin Grand Cru 
グリオット・シャンベルタン 
グラン・クリュ19

ジュブレ・シャンベルタン最小のグラ
ン・クリュは僅か7名の生産者に分割
されている。マルシャンは果実味を色
濃く出した重厚な味わいのグリオットを
造り出している。

赤 赤 赤

POSコード：4986616836560
28,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCクロ・ド・ラ・ロッ
シュ（モレ・サン・ドニ グラン・クリュ）
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：ピノ・ノワール100％
入数：12

Crémant de Bourgogne
クレマン・ド・
ブルゴーニュ19

マルシャン・フレール所有のジュブレ
村の若々しいシャルドネ（樹齢5年）と
モレ村内のアリゴテのヴィエーユ・ヴィ
ーニュ（樹齢70年）を合わせた驚きの
クレマン・ド・ブルゴーニュ。

白

POSコード：4986616836584
3,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOC：クレマン・ド・ブル
ゴーニュ
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：シャルドネ80％、アリゴテ20％
入数：12

POSコード：4986616836546
28,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCシャルム・シャンベ
ルタン
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：ピノ・ノワール100％
入数：12

POSコード：4986616836553
33,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCグリオット・シャン
ベルタン
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：ピノ・ノワール100％
入数：12

※生産量、輸入量とも少ない生産者です。ヴィンテージの変更や在庫切れ等でご迷惑をお掛けする場合もございます。
　ご了承の程お願い申し上げます。ご発注の場合は在庫のお問い合わせをお願い致します。※ヴィンテージによっては価格が異なる場合がございます。

Bourgogne Rouge Monopole Cras 
ブルゴーニュ ルージュ 
モノポール クラ19

ドメーヌ　ビゾのスタイルを彷彿とさ
せる全房発酵による醸造を行ったワイ
ン。広がる特徴的な香り、涼やかなイメ
ージの味わいはドメーヌの特徴か。じっ
くりとその成長を見守りたいワイン。

POSコード：4986616836348
6,800円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCブルゴーニュ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ピノ・ノワール100%
入数：12

Bourgogne Blanc Monopole Cras
ブルゴーニュ ブラン 
モノポール クラ19

ディジョン市を見下ろす斜面、中上部に植えられ
たシャルドネを使用。粘性のある口当たりからこの
ワインが只者ではないと瞬間的に判断できる。
様々な果実味、酸味に裏打ちされたミネラル感、
僅かに樽からくるバニラも感じられる。

白
Bourgogne Hautes-Côtes de Nuits 
ブルゴーニュ 
オート・コート・ド・ニュイ19 

ダークチェリー（グリオット）を思わせる
香味、豊かでボリュームのある果実味、
澄んだ深みのある味わいに驚かされる。
2014ヴィンテージは、入荷後すぐ完売。
次ヴィンテージのリリースも楽しみ。

Bourgogne Montre Luc Rouge
ブルゴーニュ 
モントル・リュック ルージュ19 

マルサネ北部の『お尻が見える』ほど急峻
な畑。ビオロジック（ビオディナミへ変換
中）。ピノ・ノワールの典型を感じさせ、村名
ACクラスを凌駕するような味わい。900
本のみ生産。

赤赤

Bourgogne Pinot Noir Cuvée L'Equilibriste 
ブルゴーニュ ルージュ キュヴェ・
トラディション19

ドメーヌ　ド・ラ・クラのスタンダード
キュヴェ。ドメーヌ・ド・ラ・クラの平均
樹齢33年の区画のピノ・ノワールを
使用。マルクが修業したビゾの丁寧な
ワイン造りはこのキュヴェにも息づく。

POSコード：4986616836157
4,800円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCブルゴーニュ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ピノ・ノワール100%
入数：12

赤 赤

［ マルク・ソワイヤール ］

POSコード：4986616836335
6,800円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCブルゴーニュ
アルコール分：14.5％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：12

Bourgogne Blanc Cuvée Tradition 
ブルゴーニュ ブラン 
キュヴェ・トラディション18

スタンダードキュヴェ。既に取り扱いの
あるヴィエーユ・ヴィーニュと比べて樹
齢30年と若く、アルコール発酵直前に
SO2を若干添加する以外、丁寧な葡萄
栽培、醸造に変わりはない。

白

POSコード：4986616836140
4,300円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCブルゴーニュ
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：12

POSコード：4986616836393
8,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： AOCブルゴーニュ オー
ト・コート・ド・ニュイ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ピノ・ノワール100％
入数：12

POSコード：4986616836386
6,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： AOCブルゴーニュ
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：ピノ・ノワール100％
入数：12

Bourgogne Rouge Hermaïon
ブルゴーニュ ルージュ 
エルマイヨン19

ラドワ域内の0.4haの畑を2012年に購
入。マルク・ソワイヤールのトップキュヴェ。
全房発酵による独特な心地よい香り、果実
味の濃厚さが印象的。しっかりとしたタンニ
ン分がワインの背骨を構成している。

赤

POSコード：4986616836362
7,300円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： AOCブルゴーニュ
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：ピノ・ノワール100％
入数：12

1813 年から7 世代にわたりモレ・サン・ドニに続くドメーヌ。現当主ドニの父クロードは1983 年にジュブレの中心に
位置する地下にセラーを持つ古い栽培家の家屋を買い取り、ドメーヌを拡張した。1999 年からクロードの次男のドニが
この伝統あるドメーヌを継承している。ジュブレ・シャンベルタン、モレ・サン・ドニ、シャンボール・ミュジニーに自社
畑を持ち、1 級畑はレ・コンボット、クロ・デ・ゾルム、レ・サンティエ、そしてグラン・クリュはグリオット・シャンベルタン、
シャルム・シャンベルタン、クロ・ド・ラ・ロッシュを所有している。アシェット、ゴー・ミヨ、レヴュー・デュ・ヴァン・ド・
フランス等では高い評価が与えられている。

Coteaux Bourguignons Blanc Cuvée Fanny
コトー・ブルギニヨン ブラン 
キュヴェ・ファニ20

バランスに優れ柔らかく心地よいワインを
楽しめる。このドメーヌでなければ実現し
そうもない最高に贅沢なコト―・ブルギニ
ヨン ブラン。キュヴェの名称のFannyは
ドニの次女ファニから取った名前。

Bourgogne Cote-d’Or Pinot Noir 
ブルゴーニュ コート・ドール　
ピノ・ノワール19

モレ・サン・ドニとシャンボール・ミュジニー
産のピノ・ノワールから造られた贅沢なブル
ゴーニュ ピノ・ノワール。フランボワーズや
赤い果実の香り豊か、滑らかで心地よく味わ
えるハイ・コストパフォーマンスな１本。

Coteaux Bourguignons Rosé Cuvée Béatrice 
コトー・ブルギニヨン ロゼ 
キュヴェ・ベアトリス20 

ピノ・ノワールの比率の高さ、そして樹齢50
年以上のモレ・サン・ドニとシャンボール・ミ
ュジニーの区画で栽培された葡萄をコトー・
ブルギニヨンに仕上げた事に驚かされる。ベ
アトリスはドニ・マルシャン夫人の名前。

白 白
Morey-Saint-Denis Trés Girard Blanc 
モレ・サン・ドニ 
トレ・ジラール ブラン19 

栽培面積が僅かな希少価値のあるモ
レ・サン・ドニの白。その中でも、マル
シャン・フレールのワインは果実の濃
密さ、力強さを感じさせる。

Domaine Marchand Frères　
ドメーヌ マルシャン・フレール   

Denis Marchand

 Bourgogne / Gevrey-Chambertin ジュヴレ・シャンベルタン他

赤ロゼ

POSコード：4986616836201
2,400円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCコトー・ブルギニヨン
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：シャルドネ90%、ピノ・グ
リとピノ・ブラン10％
入数：12

POSコード：4986616836225
3,200円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCブルゴーニュ
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：ピノ・ノワール100％
入数：12

POSコード：4986616836256
2,400円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCコトー・ブルギニヨン
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：ピノ･ノワール75%、ガメ
イ25％
入数：12

POSコード：4986616836188
6,800円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCモレ・サン・ドニ
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：12

白
Morey-Saint-Denis 1er Cru Les Genavrières Blanc 
モレ・サン・ドニ プルミエ・クリュ 
レ・ジュナヴリエール ブラン18 

グラン・クリュ クロ・ド・ラ・ロシュの斜
面の上部に隣接した特級畑。まろやかさ
を感じさせる味わい。突出した酸ではな
くミネラル感と一体化している。希少な
ニュイのプルミエ・クリュの白。

POSコード：4986616836041
10,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCモレ・サン・ドニ プ
ルミエ・クリュ
アルコール分：14.5％
ぶどう品種：シャルドネ100%
入数：12

Morey-Saint-Denis 1er Cru Les Faconnières 
モレ・サン・ドニ プルミエ・クリュ 
レ・ファコニエール18

モレ・サン・ドニのプルミエ・クリュの中でも
ファコニエールは比較的早くから楽しめる味
わいのワイン。ドニのワインらしく破綻がなく
心地よい果実味や酸・タンニンとのグッドバ
ランスを高い次元で楽しむことが出来る。

赤

POSコード：4986616835839
11,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCモレ・サン・ドニ プ
ルミエ・クリュ
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：ピノ・ノワール100％
入数：12

※生産量、輸入量とも少ない生産者です。ヴィンテージの変更や在庫切れ等でご迷惑をお掛けする場合もございます。ご了承の程お願い申し上げます。
　ご発注の場合は在庫のお問い合わせをお願い致します。　※ヴィンテージによっては価格が異なる場合がございます。

新商品

新商品

Bourgogne Chardonnay Cuvée L'Equilibriste 
ブルゴーニュ シャルドネ 
キュヴェ・レキリブリスト20

瓶詰め前に澱引き、無濾過、後清澄な
し。SO2無添加。フレッシュで軽快、柔
らかく滑らかな味わい。複雑だが違和感
なく体に染み入る。SO2無添加でここ
まで美しく仕上げるマルクの力量に驚か

白

POSコード：4986616836164
5,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCブルゴーニュ
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：12

Morey-Saint-Denis Vieilles Vignes
モレ・サン・ドニ 
ヴィエーユ・ヴィーニュ18 

樹齢40年～55年の葡萄から造られる。
果実味、酸味、タンニンが絡み合って一
体感のある味わいは最後まで続き、アフ
ターにほのかな樽香と僅かな苦味が味
わいのアクセントになっている。

赤

POSコード：4986616836010
7,300円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCモレ・サン・ドニ
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：ピノ・ノワール100％
入数：12

Gevrey-Chambertin Vieilles Vignes
ジュヴレ・シャンベルタン 
ヴィエーユ・ヴィーニュ19

ジュヴレ・シャンベルタンのエトロワ、プレ
ソニエ、フルノーの3箇所の単一畑の葡
萄を使用。果実の甘さ、タンニンの収斂性
が感じられる。全体にフレッシュな印象だ
が、目の詰まった、密度の高い味わい。

赤

POSコード：4986616836195
7,300円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCジュヴレ・シャンベ
ルタン
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：ピノ・ノワール100％
入数：12

本ヴィンテージ完売

本ヴィンテージ完売 本ヴィンテージ完売

本ヴィンテージ完売 本ヴィンテージ完売

本ヴィンテージ完売

Gevrey-Chambertin 1er Cru Aux Combottes
ジュヴレ・シャンベルタン 
プルミエ・クリュ オー・コンボット19 

レ・コンボットの甘美な味わいを表現
するのにドニ・マルシャンほど適した
造り手もいないだろう。一樽、300本
のみは唯一このワインに対する不満。

赤

POSコード：4986616836249
15,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCジュヴレ・シャンベ
ルタン プルミエ・クリュ
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：ピノ・ノワール100％
入数：12 本ヴィンテージ完売

本ヴィンテージ完売

本ヴィンテージ完売本ヴィンテージ完売

［ ドメーヌ・ド・ラ・クラ ］

Marc Soyard （Domaine de la Cras）
マルク・ソワイヤール（ドメーヌ・ド・ラ・クラ）
醸造学の学位取得後、ドメーヌ・ビゾに入り、ジャン-イヴ・ビゾの片腕として働き独立。ディジョン市が公募したドメー
ヌ・ド・ラ・クラの管理者に多くの候補者の中から選ばれ2014年より栽培醸造責任者に就任。そのため、「ドメーヌ・ド・ラ・
クラ」とラドワとオート・コート・ド・ニュイにある自社畑から造る「マルク・ソワイヤール」の2つのブランドが存在する。
栽培、醸造いずれの過程においても可能な限り干渉を行わないという哲学に則して、ビオロジックで栽培を行い、生産キ
ュヴェのほとんどで自然な醸造を行っている。完全主義者で有名なビゾやディジョン市の厳しい選考にも勝ち抜いた実
力者。彼の経験や能力は彼のワインに見事に表現されている。Marc Soyard

Bourgogne（Dijon） ブルゴーニュ(ディジョン）
Chambolle-Musigny Vieilles Vignes
シャンボール・ミュジニー 
ヴィエーユ・ヴィーニュ18

柔らかな口当たり、果実の複雑な味わい
や柔らかなタンニンが心地よい。出来る
限り購入しやすい価格で消費者に案内
したいという当主の言葉通り、この味わ
いでリーズナブルな価格を実現。

赤

POSコード：4986616835846
8,900円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOC：シャンボール・ミ
ュジニー
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：ピノ・ノワール100％
入数：12

新商品

発泡性



27 28※容量表記のないものは全て750mlとなります。
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歴史は1595 年にジュヴレ・シャンベルタンで葡萄栽培を行っていたことに始まる。1995 年自社畑の小作契約が終了
しドメーヌ ビゾ設立と同時にジャン-イヴが責任者となる。1997 年有機農法へ転換。2001年摘芯を廃止。醸造は選果、
除梗、破砕は行わず、徹底的に収穫時に選果された健全な葡萄のみを全房のまま発酵樽へ入れ、自生酵母による発酵を実
施。ボトリングも樽から直接行う。1999 年以来、醸造段階ではSO2は使用していない。「ワインの本質とは何か」と考え、
慣例にとらわれず不必要なものを徹底的に削ぎ落とし「シンプルなワイン造りすること」で生まれる唯一無二のビゾスタ
イルのワインは圧倒的な存在感を放っている。

Bourgogne Hautes-Côtes de Nuits Blanc
ブルゴーニュ オート・コート・
ド・ニュイ ブラン19

オープン価格 オープン価格 オープン価格 オープン価格

オープン価格 オープン価格 オープン価格 オープン価格

繊細で気品のある味わい。ミネラルに
富む。酸味の美しさはオート・コートに
吹く風をイメージさせる。ミネラルに富
み、とても美しいフォルムに包まれた
エレガントなワイン。

白
Marsannay Clos du Roy Rouge 
マルサネ クロ・デュ・ロワ 
ルージュ19

硬質なイメージ。スミレ等の花の香り、
ストラクチャーと果実味があり力強さ
を感じる。クロ・デュ・ロワの中でも斜
面上部に位置しているとても良いパー
セル。

Les Violettes Blanc 
レ・ヴィオレット ブラン19

まさにヴォーヌ・ロマネの白。畑はクロ・
ド・ヴ―ジョの畑の直ぐ南側に位置す
る。複雑で重厚だが透き通るような透
明感がある。

白
Le Chapitre Rouge
ル・シャピートル ルージュ19

程よいスパイス香が豊かな果実味を覆
う。とても余韻が長く複雑でエレガント。
レースをまとった様な滑らかな口当たり。
ジャン・イヴはこの畑に大きなポテンシャ
ルを感じており特級クラスと言う。

Vosne-Romanée
ヴォーヌ・ロマネ19

Vosne-Romanée Les Réas
ヴォーヌ・ロマネ 
レ・レア19

葡萄の凝縮感に驚かされる。決して濃
度が高いだけではなく流麗な艶を持っ
たワイン。果実味と酸味のバランスの
次元が高い。魅せられるワイン。

Les Jachées
レ・ジャシェ19

ビゾ氏の自宅の裏の畑から収穫。果実味の
凝縮感、味わいの強さ、骨格を感じさヴィラ
ージュではなく確実に上級ワインをイメージ
させる。重厚ではあるが、まるでシルクのよう
な稠密さと滑らかさを併せ持つ見事な味わい。

Vosne-Romanée 1er Cru 
ヴォーヌ・ロマネ 
プルミエ・クリュ19 

エシェゾーの区画にありながら敢えてプ
ルミエ・クリュでリリースしているワイ
ン。豊かな果実味がミネラルを覆う。余
韻が長く複雑そしてエレガント。ワイン
の持つ迫力はグラン・クリュそのもの。

Domaine Bizot
ドメーヌ ビゾ

Bourgogne / Vosne-Romanée ヴォーヌ・ロマネ

柔らかで滑らかな味わい。タンニンも
表面に出ず、骨格になっている。以前
別キュヴェとしたヴィエーユ・ヴィーニ
ュは2010年以降、通常のヴォーヌ・
ロマネにブレンドされている。

赤 赤

赤 赤赤 赤

POSコード：4986616836492

参考小売価格 :

原産地呼称：AOCオート・コート・ド・
ニュイ
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：6

POSコード：4986616836461

参考小売価格 :

原産地呼称：AOCマルサネ
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：ピノ･ノワール100％
入数：6

POSコード：4986616836430

参考小売価格 :

原産地呼称：AOCブルゴーニュ
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：6

POSコード：4986616836454

参考小売価格 :

原産地呼称：AOCブルゴーニュ
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：ピノ･ノワール100％
入数：6

POSコード：4986616836478

参考小売価格 :

原産地呼称：AOCヴォーヌ･ロマネ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ピノ･ノワール100％
入数：6

POSコード：4986616836409

参考小売価格 :

原産地呼称：AOCヴォーヌ･ロマネ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ピノ･ノワール100％
入数：6

POSコード：4986616836416

参考小売価格 :

原産地呼称：AOCヴォーヌ･ロマネ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ピノ･ノワール100％
入数：6

POSコード：4986616836447

参考小売価格 :

原産地呼称：AOCヴォーヌ･ロマネ 
プルミエ･クリュ
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：ピノ･ノワール100％
入数：12

Jean�Yves Bizot
Jean�Yves Bizot

Clos de la Roche Grand Cru
クロ・ド・ラ・ロッシュ 
グラン・クリュ19

毎年一樽のみ生産される珠玉のような
ワイン。畑の良さを飾ることなく素直に
表現したワイン。そして圧倒的な力強
さと果実味を感じつつ、心地よく楽し
める。

Charmes-Chambertin Grand Cru 
シャルム・シャンベルタン 
グラン・クリュ19

シャルムは線が細いといわれるが、マ
ルシャンのシャルムは引き締まった中
心部と熟した果実味が同時に味わえ
る。しっかりとしたタンニンも感じられ、
長い余韻をゆったりと楽しめる1本。

Griotte-Chambertin Grand Cru 
グリオット・シャンベルタン 
グラン・クリュ19

ジュブレ・シャンベルタン最小のグラ
ン・クリュは僅か7名の生産者に分割
されている。マルシャンは果実味を色
濃く出した重厚な味わいのグリオットを
造り出している。

赤 赤 赤

POSコード：4986616836560
28,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCクロ・ド・ラ・ロッ
シュ（モレ・サン・ドニ グラン・クリュ）
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：ピノ・ノワール100％
入数：12

Crémant de Bourgogne
クレマン・ド・
ブルゴーニュ19

マルシャン・フレール所有のジュブレ
村の若々しいシャルドネ（樹齢5年）と
モレ村内のアリゴテのヴィエーユ・ヴィ
ーニュ（樹齢70年）を合わせた驚きの
クレマン・ド・ブルゴーニュ。

白

POSコード：4986616836584
3,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOC：クレマン・ド・ブル
ゴーニュ
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：シャルドネ80％、アリゴテ20％
入数：12

POSコード：4986616836546
28,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCシャルム・シャンベ
ルタン
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：ピノ・ノワール100％
入数：12

POSコード：4986616836553
33,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCグリオット・シャン
ベルタン
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：ピノ・ノワール100％
入数：12

※生産量、輸入量とも少ない生産者です。ヴィンテージの変更や在庫切れ等でご迷惑をお掛けする場合もございます。
　ご了承の程お願い申し上げます。ご発注の場合は在庫のお問い合わせをお願い致します。※ヴィンテージによっては価格が異なる場合がございます。

Bourgogne Rouge Monopole Cras 
ブルゴーニュ ルージュ 
モノポール クラ19

ドメーヌ　ビゾのスタイルを彷彿とさ
せる全房発酵による醸造を行ったワイ
ン。広がる特徴的な香り、涼やかなイメ
ージの味わいはドメーヌの特徴か。じっ
くりとその成長を見守りたいワイン。

POSコード：4986616836348
6,800円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCブルゴーニュ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ピノ・ノワール100%
入数：12

Bourgogne Blanc Monopole Cras
ブルゴーニュ ブラン 
モノポール クラ19

ディジョン市を見下ろす斜面、中上部に植えられ
たシャルドネを使用。粘性のある口当たりからこの
ワインが只者ではないと瞬間的に判断できる。
様々な果実味、酸味に裏打ちされたミネラル感、
僅かに樽からくるバニラも感じられる。

白
Bourgogne Hautes-Côtes de Nuits 
ブルゴーニュ 
オート・コート・ド・ニュイ19 

ダークチェリー（グリオット）を思わせる
香味、豊かでボリュームのある果実味、
澄んだ深みのある味わいに驚かされる。
2014ヴィンテージは、入荷後すぐ完売。
次ヴィンテージのリリースも楽しみ。

Bourgogne Montre Luc Rouge
ブルゴーニュ 
モントル・リュック ルージュ19 

マルサネ北部の『お尻が見える』ほど急峻
な畑。ビオロジック（ビオディナミへ変換
中）。ピノ・ノワールの典型を感じさせ、村名
ACクラスを凌駕するような味わい。900
本のみ生産。

赤赤

Bourgogne Pinot Noir Cuvée L'Equilibriste 
ブルゴーニュ ルージュ キュヴェ・
トラディション19

ドメーヌ　ド・ラ・クラのスタンダード
キュヴェ。ドメーヌ・ド・ラ・クラの平均
樹齢33年の区画のピノ・ノワールを
使用。マルクが修業したビゾの丁寧な
ワイン造りはこのキュヴェにも息づく。

POSコード：4986616836157
4,800円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCブルゴーニュ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ピノ・ノワール100%
入数：12

赤 赤

［ マルク・ソワイヤール ］

POSコード：4986616836335
6,800円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCブルゴーニュ
アルコール分：14.5％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：12

Bourgogne Blanc Cuvée Tradition 
ブルゴーニュ ブラン 
キュヴェ・トラディション18

スタンダードキュヴェ。既に取り扱いの
あるヴィエーユ・ヴィーニュと比べて樹
齢30年と若く、アルコール発酵直前に
SO2を若干添加する以外、丁寧な葡萄
栽培、醸造に変わりはない。

白

POSコード：4986616836140
4,300円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCブルゴーニュ
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：12

POSコード：4986616836393
8,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： AOCブルゴーニュ オー
ト・コート・ド・ニュイ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ピノ・ノワール100％
入数：12

POSコード：4986616836386
6,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： AOCブルゴーニュ
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：ピノ・ノワール100％
入数：12

Bourgogne Rouge Hermaïon
ブルゴーニュ ルージュ 
エルマイヨン19

ラドワ域内の0.4haの畑を2012年に購
入。マルク・ソワイヤールのトップキュヴェ。
全房発酵による独特な心地よい香り、果実
味の濃厚さが印象的。しっかりとしたタンニ
ン分がワインの背骨を構成している。

赤

POSコード：4986616836362
7,300円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： AOCブルゴーニュ
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：ピノ・ノワール100％
入数：12

1813 年から7 世代にわたりモレ・サン・ドニに続くドメーヌ。現当主ドニの父クロードは1983 年にジュブレの中心に
位置する地下にセラーを持つ古い栽培家の家屋を買い取り、ドメーヌを拡張した。1999 年からクロードの次男のドニが
この伝統あるドメーヌを継承している。ジュブレ・シャンベルタン、モレ・サン・ドニ、シャンボール・ミュジニーに自社
畑を持ち、1 級畑はレ・コンボット、クロ・デ・ゾルム、レ・サンティエ、そしてグラン・クリュはグリオット・シャンベルタン、
シャルム・シャンベルタン、クロ・ド・ラ・ロッシュを所有している。アシェット、ゴー・ミヨ、レヴュー・デュ・ヴァン・ド・
フランス等では高い評価が与えられている。

Coteaux Bourguignons Blanc Cuvée Fanny
コトー・ブルギニヨン ブラン 
キュヴェ・ファニ20

バランスに優れ柔らかく心地よいワインを
楽しめる。このドメーヌでなければ実現し
そうもない最高に贅沢なコト―・ブルギニ
ヨン ブラン。キュヴェの名称のFannyは
ドニの次女ファニから取った名前。

Bourgogne Cote-d’Or Pinot Noir 
ブルゴーニュ コート・ドール　
ピノ・ノワール19

モレ・サン・ドニとシャンボール・ミュジニー
産のピノ・ノワールから造られた贅沢なブル
ゴーニュ ピノ・ノワール。フランボワーズや
赤い果実の香り豊か、滑らかで心地よく味わ
えるハイ・コストパフォーマンスな１本。

Coteaux Bourguignons Rosé Cuvée Béatrice 
コトー・ブルギニヨン ロゼ 
キュヴェ・ベアトリス20 

ピノ・ノワールの比率の高さ、そして樹齢50
年以上のモレ・サン・ドニとシャンボール・ミ
ュジニーの区画で栽培された葡萄をコトー・
ブルギニヨンに仕上げた事に驚かされる。ベ
アトリスはドニ・マルシャン夫人の名前。

白 白
Morey-Saint-Denis Trés Girard Blanc 
モレ・サン・ドニ 
トレ・ジラール ブラン19 

栽培面積が僅かな希少価値のあるモ
レ・サン・ドニの白。その中でも、マル
シャン・フレールのワインは果実の濃
密さ、力強さを感じさせる。

Domaine Marchand Frères　
ドメーヌ マルシャン・フレール   

Denis Marchand

 Bourgogne / Gevrey-Chambertin ジュヴレ・シャンベルタン他

赤ロゼ

POSコード：4986616836201
2,400円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCコトー・ブルギニヨン
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：シャルドネ90%、ピノ・グ
リとピノ・ブラン10％
入数：12

POSコード：4986616836225
3,200円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCブルゴーニュ
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：ピノ・ノワール100％
入数：12

POSコード：4986616836256
2,400円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCコトー・ブルギニヨン
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：ピノ･ノワール75%、ガメ
イ25％
入数：12

POSコード：4986616836188
6,800円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCモレ・サン・ドニ
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：12

白
Morey-Saint-Denis 1er Cru Les Genavrières Blanc 
モレ・サン・ドニ プルミエ・クリュ 
レ・ジュナヴリエール ブラン18 

グラン・クリュ クロ・ド・ラ・ロシュの斜
面の上部に隣接した特級畑。まろやかさ
を感じさせる味わい。突出した酸ではな
くミネラル感と一体化している。希少な
ニュイのプルミエ・クリュの白。

POSコード：4986616836041
10,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCモレ・サン・ドニ プ
ルミエ・クリュ
アルコール分：14.5％
ぶどう品種：シャルドネ100%
入数：12

Morey-Saint-Denis 1er Cru Les Faconnières 
モレ・サン・ドニ プルミエ・クリュ 
レ・ファコニエール18

モレ・サン・ドニのプルミエ・クリュの中でも
ファコニエールは比較的早くから楽しめる味
わいのワイン。ドニのワインらしく破綻がなく
心地よい果実味や酸・タンニンとのグッドバ
ランスを高い次元で楽しむことが出来る。

赤

POSコード：4986616835839
11,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCモレ・サン・ドニ プ
ルミエ・クリュ
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：ピノ・ノワール100％
入数：12

※生産量、輸入量とも少ない生産者です。ヴィンテージの変更や在庫切れ等でご迷惑をお掛けする場合もございます。ご了承の程お願い申し上げます。
　ご発注の場合は在庫のお問い合わせをお願い致します。　※ヴィンテージによっては価格が異なる場合がございます。

新商品

新商品

Bourgogne Chardonnay Cuvée L'Equilibriste 
ブルゴーニュ シャルドネ 
キュヴェ・レキリブリスト20

瓶詰め前に澱引き、無濾過、後清澄な
し。SO2無添加。フレッシュで軽快、柔
らかく滑らかな味わい。複雑だが違和感
なく体に染み入る。SO2無添加でここ
まで美しく仕上げるマルクの力量に驚か

白

POSコード：4986616836164
5,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCブルゴーニュ
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：12

Morey-Saint-Denis Vieilles Vignes
モレ・サン・ドニ 
ヴィエーユ・ヴィーニュ18 

樹齢40年～55年の葡萄から造られる。
果実味、酸味、タンニンが絡み合って一
体感のある味わいは最後まで続き、アフ
ターにほのかな樽香と僅かな苦味が味
わいのアクセントになっている。

赤

POSコード：4986616836010
7,300円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCモレ・サン・ドニ
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：ピノ・ノワール100％
入数：12

Gevrey-Chambertin Vieilles Vignes
ジュヴレ・シャンベルタン 
ヴィエーユ・ヴィーニュ19

ジュヴレ・シャンベルタンのエトロワ、プレ
ソニエ、フルノーの3箇所の単一畑の葡
萄を使用。果実の甘さ、タンニンの収斂性
が感じられる。全体にフレッシュな印象だ
が、目の詰まった、密度の高い味わい。

赤

POSコード：4986616836195
7,300円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCジュヴレ・シャンベ
ルタン
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：ピノ・ノワール100％
入数：12

本ヴィンテージ完売

本ヴィンテージ完売 本ヴィンテージ完売

本ヴィンテージ完売 本ヴィンテージ完売

本ヴィンテージ完売

Gevrey-Chambertin 1er Cru Aux Combottes
ジュヴレ・シャンベルタン 
プルミエ・クリュ オー・コンボット19 

レ・コンボットの甘美な味わいを表現
するのにドニ・マルシャンほど適した
造り手もいないだろう。一樽、300本
のみは唯一このワインに対する不満。

赤

POSコード：4986616836249
15,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCジュヴレ・シャンベ
ルタン プルミエ・クリュ
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：ピノ・ノワール100％
入数：12 本ヴィンテージ完売

本ヴィンテージ完売

本ヴィンテージ完売本ヴィンテージ完売

［ ドメーヌ・ド・ラ・クラ ］

Marc Soyard （Domaine de la Cras）
マルク・ソワイヤール（ドメーヌ・ド・ラ・クラ）
醸造学の学位取得後、ドメーヌ・ビゾに入り、ジャン-イヴ・ビゾの片腕として働き独立。ディジョン市が公募したドメー
ヌ・ド・ラ・クラの管理者に多くの候補者の中から選ばれ2014年より栽培醸造責任者に就任。そのため、「ドメーヌ・ド・ラ・
クラ」とラドワとオート・コート・ド・ニュイにある自社畑から造る「マルク・ソワイヤール」の2つのブランドが存在する。
栽培、醸造いずれの過程においても可能な限り干渉を行わないという哲学に則して、ビオロジックで栽培を行い、生産キ
ュヴェのほとんどで自然な醸造を行っている。完全主義者で有名なビゾやディジョン市の厳しい選考にも勝ち抜いた実
力者。彼の経験や能力は彼のワインに見事に表現されている。Marc Soyard

Bourgogne（Dijon） ブルゴーニュ(ディジョン）
Chambolle-Musigny Vieilles Vignes
シャンボール・ミュジニー 
ヴィエーユ・ヴィーニュ18

柔らかな口当たり、果実の複雑な味わい
や柔らかなタンニンが心地よい。出来る
限り購入しやすい価格で消費者に案内
したいという当主の言葉通り、この味わ
いでリーズナブルな価格を実現。

赤

POSコード：4986616835846
8,900円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOC：シャンボール・ミ
ュジニー
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：ピノ・ノワール100％
入数：12

新商品

発泡性



29 30※容量表記のないものは全て750mlとなります。

Picard
ピカール
ブルゴーニュに135ha の葡萄園を所有する大手のドメーヌとして、またネゴシアン・エルヴールとして第1 級の評価を
受けるメーカー。取り扱い内容はブルゴーニュ全体に及び、ピカールの商標でフランス国内は元より世界の市場に送り出
している。また、ピカール社はオスピス・ ド・ボーヌの最大手落札者としても有名。ドメーヌ・ファミーユ・ピカール、 ド
メーヌ　ヴォアリック、シャトー・ド・ダヴネ、ドメーヌ　ルヴェール・バロー、ドメーヌ　シャン・ペルドリを自社で所
有する。Picard Family

Bourgogne / Domaine & Négociant ドメーヌ ＆ ネゴシアン

�nce �nce �nce �nce 

0.29 haの畑から造られる、滑らかで心地良
い味わいのニュイ・サン・ジョルジュ。フラン
ボワーズやチェリーなどの豊かな果実の風
味、美しいこなれた酸味、木目の細かいシル
キーなタンニンのバランスが素晴らしい。

Domaine Chicotot　
ドメーヌ シコト
ニュイ・サン・ジョルジュの中心にドメーヌを構える生産者。自社畑はニュイ・サン・ジョルジュを中心に合計3.45ha。
年間生産量は僅かだがブルゴーニュワイン愛好者には良く知られたドメーヌ。「生産量は僅かだがワインのレベルはグラ
ン・クリュクラスだ」とミッシェル・ベタンヌも絶賛する。レ・サンジョルジュを始め、プルミエ・クリュはリュ・ド・ショー、
ヴォークラン合わせて0.48ha。ニュイ・サン・ジョルジュの村名はシャルモット他で1.78ha、ニュイ・サン・ジョルジュ
と見紛うばかりのブルゴーニュ・ルージュは0.83haやラドワ（0.54ha）も所有している。長男クレマンがドメーヌの仕
事に加わり、ワインの評価は年々高まっている。Chicotot   Fam

ily

Bourgogne / Nuits-St-Georges  ニュイ・サン・ジョルジュ

BiNaume
ビノーム
ドメーヌ ビゾのジャン-イヴ・ビゾとドメーヌ アンリ・ノーダン-フェランのクレール・ノーダンのネゴス。同じ哲学を持
つ友人ヴィニュロンから100%葡萄を購入するが（Pinot Noir＆Gamay共にAOC Saint-Pourçainの生産者：BIO認証
あり）、一般的なネゴシアンとは異なる。自身らで収穫日・方法を判断、収穫を行い、通常ドメーヌワインと同様に醸造。全
てのネゴスワインがドメーヌ アンリ・ノーダン-フェランで、二人の共同で仕込まれる。「BiNaume」は、彼らの名前に、
仏語「binome（二人で協力し合って）」を加えた造語。ネゴスを拡大するつもりはなく、あくまで自然災害等で生産量が激
減した際の補填として仕込む予定。

赤

POSコード：4986616831947
8,800円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCニュイ・サン・ジョ
ルジュ
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：ピノ・ノワール100％
入数：12
※2022年7月価格改定

Nuits-St-Georges Les Charmottes
ニュイ・サン・ジョルジュ 
レ・シャルモット18

0.83haの畑からニュイ・サン・ジョルジュの
ように厚みのあるワインを産出。仏国内で大
半が販売される限定品。ブルゴーニュ ピノ・
ノワールからブルゴーニュ コート・ドールに
名称変更。

赤

POSコード：4986616834962
4,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOC：ブルゴーニュ 
コート・ドール
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：ピノ・ノワール100％
入数：12
※2022年7月価格改定

Bourgogne Côte-d'Or Rouge
ブルゴーニュ コート・ドール 
ルージュ19

シコト家がラドワに所有する50.4アールの
樹齢60年のピノ・ノワールから造られる希
少なワイン。様々なフレーバー、円やかなタ
ンニン、とても上質のブルゴーニュを味わえ
る1本。

赤

POSコード：4986616835570
5,800円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCラドワ 
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：ピノ・ノワール100％
入数：12
※2022年7月価格改定

Ladoix 
ラドワ 19

※ニュイ・サン・ジョルジュ プルミエ・クリュ レ・リュ・ド・ショーとニュイ・サン・ジョルジュ プルミエ・クリュ レ・サン・ジョルジュは、生産量、輸入量ともに少ない商品です。在庫切れ等でご迷惑をお掛けする場合もございます。ご了承の程お願い申し上げます。

※生産量、輸入量とも少ない生産者です。ヴィンテージの変更や在庫切れ等でご迷惑をお掛けする場合もございます。ご了承の程お願い申し上げます。ご発注の場合は在庫のお問い合わせをお願い致します。　
※ヴィンテージによっては価格が異なる場合がございます。

自生酵母でコンクリート槽発酵。ポン
ピングオーバーせず過度な抽出を抑え
る。アルコール発酵終了前の早い段階
で搾汁。澱と一緒に100％ ML発酵。
SO2無添加、無濾過で瓶詰め。

赤

POSコード：4986616836317
3,800円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：ヴァン・ド・フランス
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ガメイ100％
入数：12

Le Gamay de l'Allié
ル・ガメイ・ド・ラリエ19

若い区画のラ・プラントが霜害で全滅
となり、ボーヌから200km離れた地
で葡萄を探したことから始まった、
BeNaumeの最初のキュヴェ。SO2無
添加、無濾過で瓶詰め。

赤

POSコード：4986616836263
3,800円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：ヴァン・ド・フランス
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：ピノ･ノワール100％
入数：12

La Plante d'à côté
ラ・プラント・ダ・コテ19

Claire Naudin
Jean�Yves Bizot
Jean�Yves Bizot

本ヴィンテージ完売 本ヴィンテージ完売

オート・コート・ド・ニュイのマニ・レ・ヴィレにある1850 年代から続く伝統あるドメーヌ。現当主のクレール・ノーダ
ン（ジャン-イヴ・ビゾ氏の奥様）がドメーヌを引き継いだのは1994 年。代々大切に受け継がれてきたドメーヌのスタイ
ルを持つクラシック・レンジ（ドメーヌ　アンリ・ノーダン・フェラン）とより自然な栽培・ワイン造りを実践したナチュ
ール・レンジ（クレール・ノーダン）がある。ワインにはアペラシオンの名称以外に葡萄畑に咲く花の名前やユニークな愛
称が付いている。クレールは「どこまでシンプルなワイン造りが行えるかを考えている。でも、ワイン造りに人的な介入
は無くてはならない。自然に任せっぱなしのワイン造りでは良いワインは生まれない。」という。

官能検査時にアリゴテらしくないと言わ
れたが、造りを変えてまでAOCを取る
くらいならと、敢えてヴァン・ド・フラン
スでリリース。アロマティックな香りと熟
したリンゴ、ハーブや白い花の香り。

白

ワインの愛称は「ベリース・ペレニッス」
は雛菊の意味。柑橘系のフルーツや樽
からくるコーヒー、クローヴ、トースト香、
ハニーや白い花などの豊かな香り。旨
みと酸味の絶妙なバランスと長い余韻。

薫り高く、密度の高い、見事に締まった
美しい味わい。コート・ドールのプルミ
エ・クリュと言っても誰もが納得する
AOCの枠を超えたワイン。ワインの愛
称はClematis Vitalba（クレマティス）。 

白 白

全房発酵、SO2無添加。果実の味わいを大
切にするため樽も使わない。もちろんノンフ
ィルター。滑らかな味わいのエレガントなワイ
ン。フローラルやペッパーのようなスパイシ
ーの香りと果実味のバランスが秀逸。

Orchis mascula（ユーラシア・ラン）と
名付けられたワイン。バラなどの花の香
り、ブラック・チェリーやフランボワーズの
香り豊か。色味は薄いが、味わいは心地よ
い滑らかさの中に強い旨みを感じさせる。

愛称は忘れな草の一種のMyosotis 
arvensis（ノハラムラサキ）濃密で複
雑な味わい。黒や赤い果実の香り、引
き締まった味わい、スパイシーさも感じ
させる堂々としたワイン。

ニオイスミレ（Viola odorata：香りの良
いスミレ）と名付けられたワイン。コルグロ
ワンの3つの単一畑の葡萄から造られる。
濃密な香が広がる、力強い味わいに複雑
性があり様々な味わいが重層している。

Domaine Henri Naudin-Ferrand　
ドメーヌ アンリ・ノーダン- フェラン      

Claire Naudin

Bourgogne / Hautes-Côtes de Nuits オート・コート・ド・ニュイ他 

赤 赤 赤

赤

［ クレール・ノーダン レンジ ］

POSコード：3760176503497
4,200円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：ヴァン・ド・フランス
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：アリゴテ100％
入数：12

POSコード：3760176504197
3,900円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：ヴァン・ド・フランス
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ガメイ70％、ピノ･ノワール30％
入数：12

POSコード：3760176502179
7,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCブルゴーニュ オー
ト・コート・ド・ボーヌ
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：12

原産地呼称：ヴァン・ド・フランス
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：ピノ・ブラン100％
入数：12

POSコード：3760176502889
7,200円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCブルゴーニュ オー
ト・コート・ド・ボーヌ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ピノ･ノワール100％
入数：12

POSコード：3760176503282
7,600円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCブルゴーニュ オー
ト・コート・ド・ニュイ
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：12

POSコード：3760176503886
7,800円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCブルゴーニュ オー
ト・コート・ド・ニュイ
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：ピノ･ノワール100％
入数：12

POSコード：3760176505286
9,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCコート・ド・ニュイ・
ヴィラージュ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ピノ･ノワール100％
入数：12

Le Clou 34 Blanc
ル・クルー 34 ブラン19

 Omayga Rouge 
オメガ ルージュ19

ぺルナン・ヴェルジュレスに近いEn Daisey
区画の葡萄を使用。ノーダン・フェランの希
少なブルゴーニュルージュ。全てのキュヴェ
を最高の状態で造り上げる、クレールの意気
込みを感じさせる。

赤

POSコード：3760176502599
3,900円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCブルゴーニュ 
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：ピノ・ノワール100％
入数：12

La Plante Bourgogne Pinot Noir
ラ・プラント ブルゴーニュ 
ピノ・ノワール19

Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune Bellis Blanc
ブルゴーニュ オート・コート・ド・
ボーヌ ベリース ブラン17 

マツユキソウという名の新キュヴェ。ペルナ
ン・ヴェルジュレスの真南向きのテラスのシ
ャルドネとピノ・ブラン。霜害でシャルドネを
失いピノ・ブランのみで造られた為、INAO
の規格を得られずヴァン・ド・ターブル。

白

POSコード：3760176502285
7,000円（税抜）参考小売価格 :

Galanthus Nivalis Blanc 
ガランテュス・
ニヴァリス ブラン18

Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune Orchis Rouge
ブルゴーニュ オート・コート・ド・
ボーヌ オルキス ルージュ18

Bourgogne Hautes-Côtes de Nuits Clematis Blanc
ブルゴーニュ オート・コート・ド・
ニュイ クレマティス ブラン18 

Bourgogne Hautes-Côtes de Nuits Myosotis Rouge
ブルゴーニュ オート・コート・ド・ニュイ 
ミョゾティス ルージュ18

Côtes de Nuits Villages Viola Rouge
コート・ド・ニュイ・
ヴィラージュ ヴィオラ ルージュ 18

本ヴィンテージ完売
本ヴィンテージ完売

本ヴィンテージ完売本ヴィンテージ完売

本ヴィンテージ完売本ヴィンテージ完売

葡萄の凝縮感に驚かされる。決して濃
度が高いだけではなく流麗な艶を持っ
たワイン。果実味と酸味のバランスの
次元が高い。魅せられるワイン。

濃縮された果実味、粘性、たっぷりとし
たタンニン。味わいは凝縮感はあるが
実に自然。まさにクレール・ノーダンの
ワインという澄んだ、美しいワイン。

Bourgogne Aligoté 
ブルゴーニュ アリゴテ19

酸味、ミネラル感、果実味、しっかりと
した味わいが見事に共生している。ヴ
ィンテージ毎にRaphael Mallonがデ
ザインするラベルも楽しめる。

白 白
Bourgogne Hautes-Côtes de Nuits Blanc
ブルゴーニュ オート・コート・ド・
ニュイ ブラン16

パイナップルやシトラスなど柑橘系の
アロマが特徴。豊かな果実味に酸味と
ミネラル感が溶け合っている。オート・
コート・ド・ボーヌに比べて硬質なイメ
ージ。

Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune Blanc 
ブルゴーニュ オート・コート・
ド・ボーヌ ブラン16

白い花の香りや蜂蜜を思わせる豊かな
果実味と活き活きとした酸味が楽しめ
る。適度な熟成感がワインに落ち着き
を与えている。

白
Côtes de Nuits Villages Rouge 
コート・ド・ニュイ ヴィラージュ 
ルージュ15

香り高く、黒や赤い果実を思わせるふ
くよかな果実味ときれいなタンニンの
バランスが素晴らしい。お食事と合わ
せて楽しんでいただきたいワイン。

赤

赤

赤

［ ドメーヌ アンリ・ノーダン-フェラン レンジ ］

POSコード：3760176501097
3,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCブルゴーニュ アリゴテ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：アリゴテ100％
入数：12

POSコード：3760176503060
3,900円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOC：ブルゴーニュ オ
ート・コート・ド・ニュイ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：12

POSコード：3760176502063
3,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCブルゴーニュ オー
ト・コート・ド・ボーヌ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：シャルドネ70%､ピノ・ブラン30%
入数：12

POSコード：3760176505057
5,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCコート・ド・ニュイ・ヴィラージュ
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：ピノ･ノワール100％
入数：12

POSコード：3760176507082
59,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCエシェゾー（ヴォー
ヌ・ロマネ グラン・クリュ）
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：ピノ･ノワール100％
入数：12

POSコード：3760176508089
11,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCアロース・コルトン
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ピノ･ノワール100％
入数：12

Echézeaux Grand Cru
エシェゾー 
グラン・クリュ18

Aloxe-Corton
アロース・コルトン18

※生産量、輸入量とも少ない生産者です。ヴィンテージの変更や在庫切れ等でご迷惑をお掛けする場合もございます。ご了承の程お願い申し上げます。
　ご発注の場合は在庫のお問い合わせをお願い致します。　※ヴィンテージによっては価格が異なる場合がございます。

※ヴィンテージ毎にラベルが変わります。

Ladoix 1er Cru La Corvée Rouge
ラドワ プルミエ・クリュ 
ラ・コルヴェ ルージュ18

チェリーなどの赤いフルーツや胡椒や
バニラのような甘いスパイスの香り。
繊細な飲み口、やわらかなタンニン、十
分な酸味が葡萄からくるほのかな甘味
と非常によいバランス。

赤

POSコード：3760176506085
11,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCラドワ プルミエ・ク
リュ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ピノ･ノワール100％
入数：12

価格
改定

価格
改定

価格
改定

オープン価格

Echézeaux Grand Cru 
エシェゾー 
グラン・クリュ19

最良の畑で厳格な栽培、一房一房を丁
寧に扱う醸造から生まれる官能的な香
りに溢れ、果実味の甘み、滑らかな舌
触り、艶のあるタンニンを持っている。

赤

POSコード：4986616836423

参考小売価格 :

原産地呼称：AOCエシェゾー（ヴォー
ヌ･ロマネ グラン･クリュ）
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ピノ･ノワール100％
入数：6

※ビゾの商品に関しましては、生産数も少なく、日本への輸入量もごく限られており、全てのお客様のご要望に殆どお応えできない状況でございます。ご要望にお応えできないお客様には誠に申し訳ございませんが、状況をお察しの上、ご了承の程お願い申し上げます。　
※ヴィンテージによっては価格が大幅に異なる場合がございます。



29 30※容量表記のないものは全て750mlとなります。

Picard
ピカール
ブルゴーニュに135ha の葡萄園を所有する大手のドメーヌとして、またネゴシアン・エルヴールとして第1 級の評価を
受けるメーカー。取り扱い内容はブルゴーニュ全体に及び、ピカールの商標でフランス国内は元より世界の市場に送り出
している。また、ピカール社はオスピス・ ド・ボーヌの最大手落札者としても有名。ドメーヌ・ファミーユ・ピカール、 ド
メーヌ　ヴォアリック、シャトー・ド・ダヴネ、ドメーヌ　ルヴェール・バロー、ドメーヌ　シャン・ペルドリを自社で所
有する。Picard Family

Bourgogne / Domaine & Négociant ドメーヌ ＆ ネゴシアン

�nce �nce �nce �nce 

0.29 haの畑から造られる、滑らかで心地良
い味わいのニュイ・サン・ジョルジュ。フラン
ボワーズやチェリーなどの豊かな果実の風
味、美しいこなれた酸味、木目の細かいシル
キーなタンニンのバランスが素晴らしい。

Domaine Chicotot　
ドメーヌ シコト
ニュイ・サン・ジョルジュの中心にドメーヌを構える生産者。自社畑はニュイ・サン・ジョルジュを中心に合計3.45ha。
年間生産量は僅かだがブルゴーニュワイン愛好者には良く知られたドメーヌ。「生産量は僅かだがワインのレベルはグラ
ン・クリュクラスだ」とミッシェル・ベタンヌも絶賛する。レ・サンジョルジュを始め、プルミエ・クリュはリュ・ド・ショー、
ヴォークラン合わせて0.48ha。ニュイ・サン・ジョルジュの村名はシャルモット他で1.78ha、ニュイ・サン・ジョルジュ
と見紛うばかりのブルゴーニュ・ルージュは0.83haやラドワ（0.54ha）も所有している。長男クレマンがドメーヌの仕
事に加わり、ワインの評価は年々高まっている。Chicotot   Fam

ily

Bourgogne / Nuits-St-Georges  ニュイ・サン・ジョルジュ

BiNaume
ビノーム
ドメーヌ ビゾのジャン-イヴ・ビゾとドメーヌ アンリ・ノーダン-フェランのクレール・ノーダンのネゴス。同じ哲学を持
つ友人ヴィニュロンから100%葡萄を購入するが（Pinot Noir＆Gamay共にAOC Saint-Pourçainの生産者：BIO認証
あり）、一般的なネゴシアンとは異なる。自身らで収穫日・方法を判断、収穫を行い、通常ドメーヌワインと同様に醸造。全
てのネゴスワインがドメーヌ アンリ・ノーダン-フェランで、二人の共同で仕込まれる。「BiNaume」は、彼らの名前に、
仏語「binome（二人で協力し合って）」を加えた造語。ネゴスを拡大するつもりはなく、あくまで自然災害等で生産量が激
減した際の補填として仕込む予定。

赤

POSコード：4986616831947
8,800円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCニュイ・サン・ジョ
ルジュ
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：ピノ・ノワール100％
入数：12
※2022年7月価格改定

Nuits-St-Georges Les Charmottes
ニュイ・サン・ジョルジュ 
レ・シャルモット18

0.83haの畑からニュイ・サン・ジョルジュの
ように厚みのあるワインを産出。仏国内で大
半が販売される限定品。ブルゴーニュ ピノ・
ノワールからブルゴーニュ コート・ドールに
名称変更。

赤

POSコード：4986616834962
4,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOC：ブルゴーニュ 
コート・ドール
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：ピノ・ノワール100％
入数：12
※2022年7月価格改定

Bourgogne Côte-d'Or Rouge
ブルゴーニュ コート・ドール 
ルージュ19

シコト家がラドワに所有する50.4アールの
樹齢60年のピノ・ノワールから造られる希
少なワイン。様々なフレーバー、円やかなタ
ンニン、とても上質のブルゴーニュを味わえ
る1本。

赤

POSコード：4986616835570
5,800円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCラドワ 
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：ピノ・ノワール100％
入数：12
※2022年7月価格改定

Ladoix 
ラドワ 19

※ニュイ・サン・ジョルジュ プルミエ・クリュ レ・リュ・ド・ショーとニュイ・サン・ジョルジュ プルミエ・クリュ レ・サン・ジョルジュは、生産量、輸入量ともに少ない商品です。在庫切れ等でご迷惑をお掛けする場合もございます。ご了承の程お願い申し上げます。

※生産量、輸入量とも少ない生産者です。ヴィンテージの変更や在庫切れ等でご迷惑をお掛けする場合もございます。ご了承の程お願い申し上げます。ご発注の場合は在庫のお問い合わせをお願い致します。　
※ヴィンテージによっては価格が異なる場合がございます。

自生酵母でコンクリート槽発酵。ポン
ピングオーバーせず過度な抽出を抑え
る。アルコール発酵終了前の早い段階
で搾汁。澱と一緒に100％ ML発酵。
SO2無添加、無濾過で瓶詰め。

赤

POSコード：4986616836317
3,800円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：ヴァン・ド・フランス
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ガメイ100％
入数：12

Le Gamay de l'Allié
ル・ガメイ・ド・ラリエ19

若い区画のラ・プラントが霜害で全滅
となり、ボーヌから200km離れた地
で葡萄を探したことから始まった、
BeNaumeの最初のキュヴェ。SO2無
添加、無濾過で瓶詰め。

赤

POSコード：4986616836263
3,800円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：ヴァン・ド・フランス
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：ピノ･ノワール100％
入数：12

La Plante d'à côté
ラ・プラント・ダ・コテ19

Claire Naudin
Jean�Yves Bizot
Jean�Yves Bizot

本ヴィンテージ完売 本ヴィンテージ完売

オート・コート・ド・ニュイのマニ・レ・ヴィレにある1850 年代から続く伝統あるドメーヌ。現当主のクレール・ノーダ
ン（ジャン-イヴ・ビゾ氏の奥様）がドメーヌを引き継いだのは1994 年。代々大切に受け継がれてきたドメーヌのスタイ
ルを持つクラシック・レンジ（ドメーヌ　アンリ・ノーダン・フェラン）とより自然な栽培・ワイン造りを実践したナチュ
ール・レンジ（クレール・ノーダン）がある。ワインにはアペラシオンの名称以外に葡萄畑に咲く花の名前やユニークな愛
称が付いている。クレールは「どこまでシンプルなワイン造りが行えるかを考えている。でも、ワイン造りに人的な介入
は無くてはならない。自然に任せっぱなしのワイン造りでは良いワインは生まれない。」という。

官能検査時にアリゴテらしくないと言わ
れたが、造りを変えてまでAOCを取る
くらいならと、敢えてヴァン・ド・フラン
スでリリース。アロマティックな香りと熟
したリンゴ、ハーブや白い花の香り。

白

ワインの愛称は「ベリース・ペレニッス」
は雛菊の意味。柑橘系のフルーツや樽
からくるコーヒー、クローヴ、トースト香、
ハニーや白い花などの豊かな香り。旨
みと酸味の絶妙なバランスと長い余韻。

薫り高く、密度の高い、見事に締まった
美しい味わい。コート・ドールのプルミ
エ・クリュと言っても誰もが納得する
AOCの枠を超えたワイン。ワインの愛
称はClematis Vitalba（クレマティス）。 

白 白

全房発酵、SO2無添加。果実の味わいを大
切にするため樽も使わない。もちろんノンフ
ィルター。滑らかな味わいのエレガントなワイ
ン。フローラルやペッパーのようなスパイシ
ーの香りと果実味のバランスが秀逸。

Orchis mascula（ユーラシア・ラン）と
名付けられたワイン。バラなどの花の香
り、ブラック・チェリーやフランボワーズの
香り豊か。色味は薄いが、味わいは心地よ
い滑らかさの中に強い旨みを感じさせる。

愛称は忘れな草の一種のMyosotis 
arvensis（ノハラムラサキ）濃密で複
雑な味わい。黒や赤い果実の香り、引
き締まった味わい、スパイシーさも感じ
させる堂々としたワイン。

ニオイスミレ（Viola odorata：香りの良
いスミレ）と名付けられたワイン。コルグロ
ワンの3つの単一畑の葡萄から造られる。
濃密な香が広がる、力強い味わいに複雑
性があり様々な味わいが重層している。

Domaine Henri Naudin-Ferrand　
ドメーヌ アンリ・ノーダン- フェラン      

Claire Naudin

Bourgogne / Hautes-Côtes de Nuits オート・コート・ド・ニュイ他 

赤 赤 赤

赤

［ クレール・ノーダン レンジ ］

POSコード：3760176503497
4,200円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：ヴァン・ド・フランス
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：アリゴテ100％
入数：12

POSコード：3760176504197
3,900円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：ヴァン・ド・フランス
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ガメイ70％、ピノ･ノワール30％
入数：12

POSコード：3760176502179
7,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCブルゴーニュ オー
ト・コート・ド・ボーヌ
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：12

原産地呼称：ヴァン・ド・フランス
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：ピノ・ブラン100％
入数：12

POSコード：3760176502889
7,200円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCブルゴーニュ オー
ト・コート・ド・ボーヌ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ピノ･ノワール100％
入数：12

POSコード：3760176503282
7,600円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCブルゴーニュ オー
ト・コート・ド・ニュイ
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：12

POSコード：3760176503886
7,800円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCブルゴーニュ オー
ト・コート・ド・ニュイ
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：ピノ･ノワール100％
入数：12

POSコード：3760176505286
9,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCコート・ド・ニュイ・
ヴィラージュ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ピノ･ノワール100％
入数：12

Le Clou 34 Blanc
ル・クルー 34 ブラン19

 Omayga Rouge 
オメガ ルージュ19

ぺルナン・ヴェルジュレスに近いEn Daisey
区画の葡萄を使用。ノーダン・フェランの希
少なブルゴーニュルージュ。全てのキュヴェ
を最高の状態で造り上げる、クレールの意気
込みを感じさせる。

赤

POSコード：3760176502599
3,900円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCブルゴーニュ 
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：ピノ・ノワール100％
入数：12

La Plante Bourgogne Pinot Noir
ラ・プラント ブルゴーニュ 
ピノ・ノワール19

Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune Bellis Blanc
ブルゴーニュ オート・コート・ド・
ボーヌ ベリース ブラン17 

マツユキソウという名の新キュヴェ。ペルナ
ン・ヴェルジュレスの真南向きのテラスのシ
ャルドネとピノ・ブラン。霜害でシャルドネを
失いピノ・ブランのみで造られた為、INAO
の規格を得られずヴァン・ド・ターブル。

白

POSコード：3760176502285
7,000円（税抜）参考小売価格 :

Galanthus Nivalis Blanc 
ガランテュス・
ニヴァリス ブラン18

Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune Orchis Rouge
ブルゴーニュ オート・コート・ド・
ボーヌ オルキス ルージュ18

Bourgogne Hautes-Côtes de Nuits Clematis Blanc
ブルゴーニュ オート・コート・ド・
ニュイ クレマティス ブラン18 

Bourgogne Hautes-Côtes de Nuits Myosotis Rouge
ブルゴーニュ オート・コート・ド・ニュイ 
ミョゾティス ルージュ18

Côtes de Nuits Villages Viola Rouge
コート・ド・ニュイ・
ヴィラージュ ヴィオラ ルージュ 18

本ヴィンテージ完売
本ヴィンテージ完売

本ヴィンテージ完売本ヴィンテージ完売

本ヴィンテージ完売本ヴィンテージ完売

葡萄の凝縮感に驚かされる。決して濃
度が高いだけではなく流麗な艶を持っ
たワイン。果実味と酸味のバランスの
次元が高い。魅せられるワイン。

濃縮された果実味、粘性、たっぷりとし
たタンニン。味わいは凝縮感はあるが
実に自然。まさにクレール・ノーダンの
ワインという澄んだ、美しいワイン。

Bourgogne Aligoté 
ブルゴーニュ アリゴテ19

酸味、ミネラル感、果実味、しっかりと
した味わいが見事に共生している。ヴ
ィンテージ毎にRaphael Mallonがデ
ザインするラベルも楽しめる。

白 白
Bourgogne Hautes-Côtes de Nuits Blanc
ブルゴーニュ オート・コート・ド・
ニュイ ブラン16

パイナップルやシトラスなど柑橘系の
アロマが特徴。豊かな果実味に酸味と
ミネラル感が溶け合っている。オート・
コート・ド・ボーヌに比べて硬質なイメ
ージ。

Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune Blanc 
ブルゴーニュ オート・コート・
ド・ボーヌ ブラン16

白い花の香りや蜂蜜を思わせる豊かな
果実味と活き活きとした酸味が楽しめ
る。適度な熟成感がワインに落ち着き
を与えている。

白
Côtes de Nuits Villages Rouge 
コート・ド・ニュイ ヴィラージュ 
ルージュ15

香り高く、黒や赤い果実を思わせるふ
くよかな果実味ときれいなタンニンの
バランスが素晴らしい。お食事と合わ
せて楽しんでいただきたいワイン。

赤

赤

赤

［ ドメーヌ アンリ・ノーダン-フェラン レンジ ］

POSコード：3760176501097
3,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCブルゴーニュ アリゴテ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：アリゴテ100％
入数：12

POSコード：3760176503060
3,900円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOC：ブルゴーニュ オ
ート・コート・ド・ニュイ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：12

POSコード：3760176502063
3,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCブルゴーニュ オー
ト・コート・ド・ボーヌ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：シャルドネ70%､ピノ・ブラン30%
入数：12

POSコード：3760176505057
5,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCコート・ド・ニュイ・ヴィラージュ
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：ピノ･ノワール100％
入数：12

POSコード：3760176507082
59,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCエシェゾー（ヴォー
ヌ・ロマネ グラン・クリュ）
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：ピノ･ノワール100％
入数：12

POSコード：3760176508089
11,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCアロース・コルトン
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ピノ･ノワール100％
入数：12

Echézeaux Grand Cru
エシェゾー 
グラン・クリュ18

Aloxe-Corton
アロース・コルトン18

※生産量、輸入量とも少ない生産者です。ヴィンテージの変更や在庫切れ等でご迷惑をお掛けする場合もございます。ご了承の程お願い申し上げます。
　ご発注の場合は在庫のお問い合わせをお願い致します。　※ヴィンテージによっては価格が異なる場合がございます。

※ヴィンテージ毎にラベルが変わります。

Ladoix 1er Cru La Corvée Rouge
ラドワ プルミエ・クリュ 
ラ・コルヴェ ルージュ18

チェリーなどの赤いフルーツや胡椒や
バニラのような甘いスパイスの香り。
繊細な飲み口、やわらかなタンニン、十
分な酸味が葡萄からくるほのかな甘味
と非常によいバランス。

赤

POSコード：3760176506085
11,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCラドワ プルミエ・ク
リュ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ピノ･ノワール100％
入数：12

価格
改定

価格
改定

価格
改定

オープン価格

Echézeaux Grand Cru 
エシェゾー 
グラン・クリュ19

最良の畑で厳格な栽培、一房一房を丁
寧に扱う醸造から生まれる官能的な香
りに溢れ、果実味の甘み、滑らかな舌
触り、艶のあるタンニンを持っている。

赤

POSコード：4986616836423

参考小売価格 :

原産地呼称：AOCエシェゾー（ヴォー
ヌ･ロマネ グラン･クリュ）
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ピノ･ノワール100％
入数：6

※ビゾの商品に関しましては、生産数も少なく、日本への輸入量もごく限られており、全てのお客様のご要望に殆どお応えできない状況でございます。ご要望にお応えできないお客様には誠に申し訳ございませんが、状況をお察しの上、ご了承の程お願い申し上げます。　
※ヴィンテージによっては価格が大幅に異なる場合がございます。



31 32※容量表記のないものは全て750mlとなります。

南ローヌの北端、ローヌ川右岸の地サン・マルセル・ダルデッシュで22 世代にわたり葡萄造りを行ってきた家系。古文
書には1422 年からワイン造りを行っていると記載されている。サラダンは現在に至るまで一切の殺虫剤や除草剤等の
農薬や化学肥料を使用せず、自然な農法を実践している。故ルイとアニック夫妻の2 人の娘、マリー・ローランスとエリ
ザベットがドメーヌを運営している。マリー・ローランスは主にワイン造り、エリザベットは主にドメーヌ経営と二人は、
サラダンの素晴らしい伝統と、新たな技術を融合させ、情熱を持って流麗なワインを造り出しており、フランス国内の星
付きレストランや著名なワインショップでその実力を発揮している。

Domaine Saladin
ドメーヌ　サラダン

Côtes du Rhône コート・デュ・ローヌ

Per El Blanc
ペル・エル ブラン21

ペル・エルとは南仏で「彼女のために」
の意味。魚料理が自慢の母親の為に造
ったワイン。畑に多品種を混植し一気に
収穫し発酵。フルーティで華やかな香
味、柔らかな酸味の爽やかなワイン。

サラダン姉妹の父の名前ルイ（南仏で
はロイ）と名付けられたワイン。濃さよ
りも完熟イチゴのようなしっかりした果
実味が感じられ、酸味、渋味のバラン
スもよく、心地よい滑らかな味わい。

チェリーや木苺のようなフレッシュな果
実味と優しい酸味がとてもチャーミン
グ。楽しいパーティーが始まる時のうき
うきした気分で思わず口ずさむ「トララ
ラ～」という言葉がピッタリと命名。

赤白

白

ヌフ・デュ・パプの様に丸石で覆われた
畑。果実味、酸味、渋味のバランスがよ
く、ハーブが香り立つ滑らかでコクのあ
るワイン。直訳は「月の子供」。南ローヌ
で嬉しい驚き時にいう言葉から命名。

赤

ドメーヌ ジュベールはボジョレ地区のブルイィに4世代続くワインの造り手。現当主マルセルは1972 年からドメーヌ
を率いている。ボジョレ、ボジョレ・ヴィラージュ、ブルイィ、シルーブル、モルゴンとフルーリーに合わせて11ｈａの葡
萄畑を持つドメーヌで主に花崗岩の土壌での栽培を行う。栽培される葡萄の樹齢は40 年から100 年に及ぶ。無農薬・有
機栽培の認定を受け、醸造でもＳＯ２不使用、ノンフィルター等自然な造りを実施している。丁寧に栽培された葡萄本来
の味わいを100％楽しめるピュアでナチュラルなワインに仕上がっている。マルセルは「ビオワインではなく自然なワ
イン＝ヴァン・ナチュールなワインを造りたい」と語る。

1960年、ジョルジュ・シャラにより北ローヌに創設された協同組合。サン・ジョセフ、コンドリュー、コート・ロティに
葡萄畑を持つ。現在、カーヴ・サン・デジラは632ｈａ（350人の葡萄生産者）の畑を有し、そこにはサン・ジョセフのＡＯ
Ｃ全体の半分に当る431ｈａも含まれている。ワイナリーはワインに負担を掛けない重力式の構造を採用し、自然酵母
の使用や空圧式の搾什器の使用と相俟って、このワイナリーの品質への拘りをあらわしている。

Domaine Joubert
ドメーヌ　ジュベール

Marcel�Joubert
Marcel�Joubert

Christophe Claude

Bourgogne / Beaujolais ボジョレ

キンシエ地区の単一畑ラロッシュ。無
農薬・有機栽培・SO2無添加。ボトリ
ングの時のフィルター掛けも行わない。
果実味が心地よく、滑らかな味わいが
楽しめるヴァン・ナチュール。

無農薬・有機栽培。生命力のある環境
で育てられた平均樹齢50年の古木か
らうまれる葡萄から造られる。SO2無
添加、無濾過。柔らか飲み口ながら骨
格がしっかりしていて凝縮感もある。

自然な味わいのワイン。まるで体に染
み込むような感覚が印象的。葡萄本来
の味わいを100％楽しめるピュアでナ
チュラルなワインに仕上がっている。

赤 赤 赤

POSコード：4986616832289
4,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCコート・デュ・ローヌ
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：ヴィオニエ30%、ルーサンヌ30%、グ
ルナッシュ・ブラン10%、クレレット・ロゼとブラン10％、
ブールブーラン10%、マルサンヌ10%、
入数：12
※2022年7月価格改定

Loï Rouge  
ロイ ルージュ19

POSコード：4986616832302
3,100円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCコート・デュ・ローヌ
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：グルナッシュ 80％、カリ
ニャン10％、サンソー 5％、ブールブ
ーラン5％
入数：12
※2022年7月価格改定

Fan dé Lune Rouge
ファン・デ・リュンヌ
ルージュ17

POSコード：4986616832326
3,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCコート・デュ・ローヌ・
ヴィラージュ
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：ムールヴェドル60%、シ
ラー20％、グルナッシュ20%
入数：12  ※2022年7月価格改定

Beaujolais Villages La Roche
ボジョレ・ヴィラージュ 
ラ・ロッシュ18

POSコード：3760019660073
2,300円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCボジョレ・ヴィラー
ジュ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ガメイ100％
入数：12

Fleurie Vieilles Vignes
フルーリー 
ヴィエーユ・ヴィーニュ19 

POSコード：3760019660097
3,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCフルーリー
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：ガメイ100％
入数：12

Brouilly Vieilles Vignes
ブルイィ 
ヴィエーユ・ヴィーニュ19

POSコード：3760019660066
3,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCブルイィ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ガメイ100％
入数：12

�nce �nce �nce �nce 

Marie�Laurence &

Elisabeth SaladinMarie�Laurence &

Elisabeth Saladin

Tralala! Rosé
トラララ！ ロゼ19 ロゼ

POSコード：4986616832296
3,200円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCコート・デュ・ローヌ
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：グルナッシュ40％、サンソ
ー 40％、シラー 10％、ヴィオニエ5％、
ルーサンヌ4％、グルナシュ・ブラン1％
入数：12
※2022年7月価格改定

Cave Saint Désirat　
カーヴ サン・デジラ

S La Syrah
エス ラ・シラー20

ローヌ北部地域のシラー種の特徴を伝える。
濃厚なフルーツの香味、スパイシーさ、花崗
岩土壌から来るミネラル感、しっかりとしたタ
ンニンが良好なバランス。

赤

POSコード：3331452104136
1,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：コート・デュ・ローヌ
IGP：ヴァン・ド・ペイ・デ・コリンヌ・
ローダニエンヌ
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：シラー100％
入数：12
※2022年7月価格改定

Madame Viognier 
マダム ヴィオニエ20

フルーティーで魅惑的な果実味のヴィオニ
エはマダムの風情を感じさせる。よく冷やし
てワインだけでも楽しめるが前菜、魚料理や
白身の肉等とも好相性。

POSコード：3331457907503
1,600円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：コート・デュ・ローヌ
IGP：ヴァン・ド・ペイ・デ・コリンヌ・
ローダニエンヌ
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：ヴィオニエ100％
入数：12

Monsieur Syrah
ムッシュ シラー20

フランス・北部ローヌ地方のシラーは濃密
な中にもエレガンスを漂わせる味わいはムッ
シュと呼ぶに相応しい。肉料理全般、スパイ
シーなお料理と相性が良い。

赤

POSコード：3331457807506
1,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：コート・デュ・ローヌ
IGP：ヴァン・ド・ペイ・デ・コリンヌ・
ローダニエンヌ
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：シラー100％
入数：12

新商品 新商品

Côtes du Rhône コート・デュ・ローヌ

白 白

出来る限り自然な栽培を行うからこそ引
き出せる果実味と旨味のある上品な味
わい。トースト香、熟したタンニンと絡み
合う。30％は新樽、残りは1～ 3年使
用した樽で15ヶ月熟成。

POSコード：3267681700002
3,900円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCジヴリ
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：ピノ・ノワール100％
入数：12
※2022年7月価格改定

ブルゴーニュの技とラングドックの果実
のコラボ。抜群のコスト・パフォーマン
ス。フレッシュ＆フルーティで爽やかな
味わいでロングセラーを更新し続ける。

白

ブルゴーニュの技とラングドックの果
実のコラボ。抜群のコスト・パフォーマ
ンス。フレッシュな果実味の中にしっか
りしたタンニンを感じることができ、デ
イリーにピッタリなワイン。

ブルゴーニュの技とラングドックの果実
のコラボ。抜群のコスト・パフォーマン
ス。フレッシュ＆フルーティで爽やかな
味わいでロングセラーを更新し続ける。

白

ブルゴーニュの技とラングドックの果
実のコラボ。抜群のコスト・パフォーマ
ンス。フレッシュな果実味の中にしっか
りしたタンニンを感じることができ、デ
イリーにピッタリなワイン。

透明感がありクリーンで味わいは深い。60
年を超える古木からとれる葡萄もブレンド
されているため凝縮感も感じる。2017年
ヴィンテージの特徴でもあるエレガントで
バランスの良い味わいに仕上がっている。

アロマティックな中に純粋さがあり、フ
レッシュ且つ凝縮感のある果実味が豊
かに感じられる。生産者も自信を持つ、
飲み頃を迎えた良年の味わいが楽しめ
る。

赤

赤 赤

POSコード：3267680014995
1,300円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：IGPペイ・ドック
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：シャルドネ40％、ソーヴィ
ニヨン・ブラン40％、コロンバール20％
入数：12

POSコード：3267680014933
1,300円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：IGPペイ・ドック
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：シラー 45％、グルナシュ
45％、メルロー10％
入数：12

POSコード：3267680014971
750円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：IGPペイ・ドック
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：シャルドネ40％、ソーヴィ
ニヨン・ブラン40％、コロンバール20％
入数：24

POSコード：3267680014957
750円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：IGPペイ・ドック
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：シラー 45％、グルナシュ
45％、メルロー10％
入数：24

POSコード：3267680087036
6,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： AOC：サントーバン 
プルミエ・クリュ
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：12

POSコード：3267680087050
9,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： AOCシャサーニュ・モ
ンラッシェ
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：12

Givry Rouge
ジヴリ ルージュ17

Cuvée Restauration Blanc
キュヴェ・レストラシオン 
ブランNV

Cuvée Restauration Rouge 
キュヴェ・レストラシオン 
ルージュNV

Cuvée Restauration Blanc 375ml 
キュヴェ・レストラシオン 
ブラン（375ml）NV

Cuvée Restauration Rouge  375ml 
キュヴェ・レストラシオン 
ルージュ（375ml）NV

Domaine F. Picard Saint Aubin 1er Cru Blanc
ドメーヌ F. ピカール サントーバ
ン プルミエ・クリュ ブラン 15

Domaine F. Picard Chassagne Montrachet Blanc
ドメーヌ F. ピカール シャサー
ニュ・モンラッシェ ブラン 17

ドメーヌ ロジェ・ラサラの葡萄畑はブルゴーニュ南部のマコン地区。ヴェルジ
ッソンの丘の麓にワイナリーがある。8.5haの自社葡萄畑の平均樹齢は50年
を超え、中には100年を超える古木のシャルドネからプイィ・フュッセとサン・
ヴェランが生み出されている。1haあたり1万本の密植の元、石灰粘土質の土
壌に地中深く根を張った葡萄の木からミネラル感豊かなワインが生み出され
ている。

Compagnie Vinicole de Bourgogne C.V.B 社 
（コンパニー・ヴィニコール・ドゥ・ブルゴーニュ）
C.V.B.社はピカールグループの創業者ミッシェル・ピカールの長男ガブリエル・ピカールが社主として、コスト・パフォ
ーマンスに優れたワイン造りを行っている。シャサーニュ・モンラッシェ近郊に生産の本拠を置く同社はブルゴーニュ
ワインを中心にフランス各地のワインの生産を行っているが、近年、スパークリングワインの著しい品質向上が認められ
ている。

Domaine & Négociant ドメーヌ ＆ ネゴシアン

標高の高い畑で育った葡萄は充分に酸と
ミネラルを持ち、造られるワインは濃密な
果実味とバランスの良い酸味と樽香、ミ
ネラル感溢れるボリュームのある味わい
に仕上がっている。ラサラの自信作。

白Domaine Roger Lassarat　
ドメーヌ ロジェ・ラサラ

Roger Lassarat�

Bourgogne / Mâconnais マコネ

泡立ちがムースのように柔らかで口内
に心地よく広がる。苺やラズベリーの
香りが楽しめる美しいサーモンピンク
のロゼスパークリング。

やや甘口のスパークリングワイン。グ
レープ・フルーツや白い花の香り、桜
桃などの味わいとやさしい甘さが楽し
める。

白

葡萄の持つフレッシュな果実味を大切
に醸造される。辛口スパークリングワ
イン。泡立ちがムースのように柔らか
で、生き生きとしたフレッシュな果実
味。

白

POSコード：3486754121180
3,800円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCサン・ヴェラン
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：12
※2022年7月価格改定

原産地呼称：ヴァン・ムスー
アルコール分：11.5％
ぶどう品種：ユニ・ブラン、グルナッシ
ュ・ブラン、グルナッシュ他
入数：12

原産地呼称：ヴァン・ムスー
アルコール分：11.5％
ぶどう品種：ユニ・ブラン、グルナッシ
ュ・ブラン他
入数：12

原産地呼称：ヴァン・ムスー
アルコール分：11.5％
ぶどう品種：ユニ・ブラン、グルナッシ
ュ・ブラン他
入数：12

POSコード：3267683102125
1,400円（税抜）参考小売価格 :

POSコード：3267683101128
1,400円（税抜）参考小売価格 :

POSコード：3267683100121
1,400円（税抜）参考小売価格 :

Saint-Véran Cuvée Prestige 
サン・ヴェラン 
キュヴェ・プレステージ18

Perle de Vigne Brut Rosé 
ペール･ドゥ･ヴィーニュ　
ブリュット ロゼNV

Perle de Vigne Demi-Sec Blanc de Blancs 
ペール･ドゥ･ヴィーニュ 
ドミ・セック ブラン・ド・ブラン NV

Perle de Vigne Brut Blanc de Blancs 
ペール･ドゥ･ヴィーニュ　
ブリュット ブラン・ド・ブランNV

中甘口

375ml 375ml

Picard ［ Pays d’Oc ］ピカール ［ ペイ・ドック ］

ロゼ発泡性 発泡性発泡性

価格
改定

価格
改定

価格
改定

価格
改定

価格
改定

価格
改定

価格
改定

コート・シャロネーズ、コート・ド・ボー
ヌ、ヨンヌの3地区のシャルドネをブレ
ンド。それぞれの特徴を合わせたバラ
ンスの良い充実した味わい。豊かな果
実味と控えめな樽香が楽しめる。

白

コート・シャロネーズとコート・ド・ボー
ヌの樹齢30年以上のピノ・ノワールを
ブレンド。豊かな果実味、きれいな酸味
のバランスが秀逸。スパイシーさもあ
りながらチャーミングな仕上がり。

コート・シャロネーズ、コート・ド・ボー
ヌ、ヨンヌの3地区のシャルドネをブレ
ンド。それぞれの特徴を合わせたバラ
ンスの良い充実した味わい。豊かな果
実味と控えめな樽香が楽しめる。

白

コート・シャロネーズとコート・ド・ボー
ヌの樹齢30年以上のピノ・ノワールを
ブレンド。豊かな果実味、きれいな酸味
のバランスが秀逸。スパイシーさもあ
りながらチャーミングな仕上がり。

赤 赤

POSコード：3267680009694
2,600円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCブルゴーニュ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：12
※2022年7月価格改定

POSコード：3267680008741
2,600円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCブルゴーニュ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ピノ・ノワール100％
入数：12
※2022年7月価格改定

POSコード：3267681192159
1,600円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCブルゴーニュ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：24

POSコード：3267680010225
1,600円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCブルゴーニュ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ピノ・ノワール100％
入数：24

Bourgogne Chardonnay 
ブルゴーニュ 
シャルドネ18

Bourgogne Pinot Noir 
ブルゴーニュ 
ピノ・ノワール 17

Bourgogne Chardonnay 375ml 
ブルゴーニュ シャルドネ 
（375ml）NV

Bourgogne Pinot Noir 375ml 
ブルゴーニュ 
ピノ・ノワール （375ml）NV

375ml 375ml

価格
改定

価格
改定

新商品新商品

在庫限り終売在庫限り終売 在庫限り終売 在庫限り終売



31 32※容量表記のないものは全て750mlとなります。

南ローヌの北端、ローヌ川右岸の地サン・マルセル・ダルデッシュで22 世代にわたり葡萄造りを行ってきた家系。古文
書には1422 年からワイン造りを行っていると記載されている。サラダンは現在に至るまで一切の殺虫剤や除草剤等の
農薬や化学肥料を使用せず、自然な農法を実践している。故ルイとアニック夫妻の2 人の娘、マリー・ローランスとエリ
ザベットがドメーヌを運営している。マリー・ローランスは主にワイン造り、エリザベットは主にドメーヌ経営と二人は、
サラダンの素晴らしい伝統と、新たな技術を融合させ、情熱を持って流麗なワインを造り出しており、フランス国内の星
付きレストランや著名なワインショップでその実力を発揮している。

Domaine Saladin
ドメーヌ　サラダン

Côtes du Rhône コート・デュ・ローヌ

Per El Blanc
ペル・エル ブラン21

ペル・エルとは南仏で「彼女のために」
の意味。魚料理が自慢の母親の為に造
ったワイン。畑に多品種を混植し一気に
収穫し発酵。フルーティで華やかな香
味、柔らかな酸味の爽やかなワイン。

サラダン姉妹の父の名前ルイ（南仏で
はロイ）と名付けられたワイン。濃さよ
りも完熟イチゴのようなしっかりした果
実味が感じられ、酸味、渋味のバラン
スもよく、心地よい滑らかな味わい。

チェリーや木苺のようなフレッシュな果
実味と優しい酸味がとてもチャーミン
グ。楽しいパーティーが始まる時のうき
うきした気分で思わず口ずさむ「トララ
ラ～」という言葉がピッタリと命名。

赤白

白

ヌフ・デュ・パプの様に丸石で覆われた
畑。果実味、酸味、渋味のバランスがよ
く、ハーブが香り立つ滑らかでコクのあ
るワイン。直訳は「月の子供」。南ローヌ
で嬉しい驚き時にいう言葉から命名。

赤

ドメーヌ ジュベールはボジョレ地区のブルイィに4世代続くワインの造り手。現当主マルセルは1972 年からドメーヌ
を率いている。ボジョレ、ボジョレ・ヴィラージュ、ブルイィ、シルーブル、モルゴンとフルーリーに合わせて11ｈａの葡
萄畑を持つドメーヌで主に花崗岩の土壌での栽培を行う。栽培される葡萄の樹齢は40 年から100 年に及ぶ。無農薬・有
機栽培の認定を受け、醸造でもＳＯ２不使用、ノンフィルター等自然な造りを実施している。丁寧に栽培された葡萄本来
の味わいを100％楽しめるピュアでナチュラルなワインに仕上がっている。マルセルは「ビオワインではなく自然なワ
イン＝ヴァン・ナチュールなワインを造りたい」と語る。

1960年、ジョルジュ・シャラにより北ローヌに創設された協同組合。サン・ジョセフ、コンドリュー、コート・ロティに
葡萄畑を持つ。現在、カーヴ・サン・デジラは632ｈａ（350人の葡萄生産者）の畑を有し、そこにはサン・ジョセフのＡＯ
Ｃ全体の半分に当る431ｈａも含まれている。ワイナリーはワインに負担を掛けない重力式の構造を採用し、自然酵母
の使用や空圧式の搾什器の使用と相俟って、このワイナリーの品質への拘りをあらわしている。

Domaine Joubert
ドメーヌ　ジュベール

Marcel�Joubert
Marcel�Joubert

Christophe Claude

Bourgogne / Beaujolais ボジョレ

キンシエ地区の単一畑ラロッシュ。無
農薬・有機栽培・SO2無添加。ボトリ
ングの時のフィルター掛けも行わない。
果実味が心地よく、滑らかな味わいが
楽しめるヴァン・ナチュール。

無農薬・有機栽培。生命力のある環境
で育てられた平均樹齢50年の古木か
らうまれる葡萄から造られる。SO2無
添加、無濾過。柔らか飲み口ながら骨
格がしっかりしていて凝縮感もある。

自然な味わいのワイン。まるで体に染
み込むような感覚が印象的。葡萄本来
の味わいを100％楽しめるピュアでナ
チュラルなワインに仕上がっている。

赤 赤 赤

POSコード：4986616832289
4,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCコート・デュ・ローヌ
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：ヴィオニエ30%、ルーサンヌ30%、グ
ルナッシュ・ブラン10%、クレレット・ロゼとブラン10％、
ブールブーラン10%、マルサンヌ10%、
入数：12
※2022年7月価格改定

Loï Rouge  
ロイ ルージュ19

POSコード：4986616832302
3,100円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCコート・デュ・ローヌ
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：グルナッシュ 80％、カリ
ニャン10％、サンソー 5％、ブールブ
ーラン5％
入数：12
※2022年7月価格改定

Fan dé Lune Rouge
ファン・デ・リュンヌ
ルージュ17

POSコード：4986616832326
3,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCコート・デュ・ローヌ・
ヴィラージュ
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：ムールヴェドル60%、シ
ラー20％、グルナッシュ20%
入数：12  ※2022年7月価格改定

Beaujolais Villages La Roche
ボジョレ・ヴィラージュ 
ラ・ロッシュ18

POSコード：3760019660073
2,300円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCボジョレ・ヴィラー
ジュ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ガメイ100％
入数：12

Fleurie Vieilles Vignes
フルーリー 
ヴィエーユ・ヴィーニュ19 

POSコード：3760019660097
3,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCフルーリー
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：ガメイ100％
入数：12

Brouilly Vieilles Vignes
ブルイィ 
ヴィエーユ・ヴィーニュ19

POSコード：3760019660066
3,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCブルイィ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ガメイ100％
入数：12

�nce �nce �nce �nce 

Marie�Laurence &

Elisabeth SaladinMarie�Laurence &

Elisabeth Saladin

Tralala! Rosé
トラララ！ ロゼ19 ロゼ

POSコード：4986616832296
3,200円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCコート・デュ・ローヌ
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：グルナッシュ40％、サンソ
ー 40％、シラー 10％、ヴィオニエ5％、
ルーサンヌ4％、グルナシュ・ブラン1％
入数：12
※2022年7月価格改定

Cave Saint Désirat　
カーヴ サン・デジラ

S La Syrah
エス ラ・シラー20

ローヌ北部地域のシラー種の特徴を伝える。
濃厚なフルーツの香味、スパイシーさ、花崗
岩土壌から来るミネラル感、しっかりとしたタ
ンニンが良好なバランス。

赤

POSコード：3331452104136
1,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：コート・デュ・ローヌ
IGP：ヴァン・ド・ペイ・デ・コリンヌ・
ローダニエンヌ
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：シラー100％
入数：12
※2022年7月価格改定

Madame Viognier 
マダム ヴィオニエ20

フルーティーで魅惑的な果実味のヴィオニ
エはマダムの風情を感じさせる。よく冷やし
てワインだけでも楽しめるが前菜、魚料理や
白身の肉等とも好相性。

POSコード：3331457907503
1,600円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：コート・デュ・ローヌ
IGP：ヴァン・ド・ペイ・デ・コリンヌ・
ローダニエンヌ
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：ヴィオニエ100％
入数：12

Monsieur Syrah
ムッシュ シラー20

フランス・北部ローヌ地方のシラーは濃密
な中にもエレガンスを漂わせる味わいはムッ
シュと呼ぶに相応しい。肉料理全般、スパイ
シーなお料理と相性が良い。

赤

POSコード：3331457807506
1,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：コート・デュ・ローヌ
IGP：ヴァン・ド・ペイ・デ・コリンヌ・
ローダニエンヌ
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：シラー100％
入数：12

新商品 新商品

Côtes du Rhône コート・デュ・ローヌ

白 白

出来る限り自然な栽培を行うからこそ引
き出せる果実味と旨味のある上品な味
わい。トースト香、熟したタンニンと絡み
合う。30％は新樽、残りは1～ 3年使
用した樽で15ヶ月熟成。

POSコード：3267681700002
3,900円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCジヴリ
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：ピノ・ノワール100％
入数：12
※2022年7月価格改定

ブルゴーニュの技とラングドックの果実
のコラボ。抜群のコスト・パフォーマン
ス。フレッシュ＆フルーティで爽やかな
味わいでロングセラーを更新し続ける。

白

ブルゴーニュの技とラングドックの果
実のコラボ。抜群のコスト・パフォーマ
ンス。フレッシュな果実味の中にしっか
りしたタンニンを感じることができ、デ
イリーにピッタリなワイン。

ブルゴーニュの技とラングドックの果実
のコラボ。抜群のコスト・パフォーマン
ス。フレッシュ＆フルーティで爽やかな
味わいでロングセラーを更新し続ける。

白

ブルゴーニュの技とラングドックの果
実のコラボ。抜群のコスト・パフォーマ
ンス。フレッシュな果実味の中にしっか
りしたタンニンを感じることができ、デ
イリーにピッタリなワイン。

透明感がありクリーンで味わいは深い。60
年を超える古木からとれる葡萄もブレンド
されているため凝縮感も感じる。2017年
ヴィンテージの特徴でもあるエレガントで
バランスの良い味わいに仕上がっている。

アロマティックな中に純粋さがあり、フ
レッシュ且つ凝縮感のある果実味が豊
かに感じられる。生産者も自信を持つ、
飲み頃を迎えた良年の味わいが楽しめ
る。

赤

赤 赤

POSコード：3267680014995
1,300円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：IGPペイ・ドック
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：シャルドネ40％、ソーヴィ
ニヨン・ブラン40％、コロンバール20％
入数：12

POSコード：3267680014933
1,300円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：IGPペイ・ドック
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：シラー 45％、グルナシュ
45％、メルロー10％
入数：12

POSコード：3267680014971
750円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：IGPペイ・ドック
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：シャルドネ40％、ソーヴィ
ニヨン・ブラン40％、コロンバール20％
入数：24

POSコード：3267680014957
750円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：IGPペイ・ドック
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：シラー 45％、グルナシュ
45％、メルロー10％
入数：24

POSコード：3267680087036
6,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： AOC：サントーバン 
プルミエ・クリュ
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：12

POSコード：3267680087050
9,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： AOCシャサーニュ・モ
ンラッシェ
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：12

Givry Rouge
ジヴリ ルージュ17

Cuvée Restauration Blanc
キュヴェ・レストラシオン 
ブランNV

Cuvée Restauration Rouge 
キュヴェ・レストラシオン 
ルージュNV

Cuvée Restauration Blanc 375ml 
キュヴェ・レストラシオン 
ブラン（375ml）NV

Cuvée Restauration Rouge  375ml 
キュヴェ・レストラシオン 
ルージュ（375ml）NV

Domaine F. Picard Saint Aubin 1er Cru Blanc
ドメーヌ F. ピカール サントーバ
ン プルミエ・クリュ ブラン 15

Domaine F. Picard Chassagne Montrachet Blanc
ドメーヌ F. ピカール シャサー
ニュ・モンラッシェ ブラン 17

ドメーヌ ロジェ・ラサラの葡萄畑はブルゴーニュ南部のマコン地区。ヴェルジ
ッソンの丘の麓にワイナリーがある。8.5haの自社葡萄畑の平均樹齢は50年
を超え、中には100年を超える古木のシャルドネからプイィ・フュッセとサン・
ヴェランが生み出されている。1haあたり1万本の密植の元、石灰粘土質の土
壌に地中深く根を張った葡萄の木からミネラル感豊かなワインが生み出され
ている。

Compagnie Vinicole de Bourgogne C.V.B 社 
（コンパニー・ヴィニコール・ドゥ・ブルゴーニュ）
C.V.B.社はピカールグループの創業者ミッシェル・ピカールの長男ガブリエル・ピカールが社主として、コスト・パフォ
ーマンスに優れたワイン造りを行っている。シャサーニュ・モンラッシェ近郊に生産の本拠を置く同社はブルゴーニュ
ワインを中心にフランス各地のワインの生産を行っているが、近年、スパークリングワインの著しい品質向上が認められ
ている。

Domaine & Négociant ドメーヌ ＆ ネゴシアン

標高の高い畑で育った葡萄は充分に酸と
ミネラルを持ち、造られるワインは濃密な
果実味とバランスの良い酸味と樽香、ミ
ネラル感溢れるボリュームのある味わい
に仕上がっている。ラサラの自信作。

白Domaine Roger Lassarat　
ドメーヌ ロジェ・ラサラ

Roger Lassarat�

Bourgogne / Mâconnais マコネ

泡立ちがムースのように柔らかで口内
に心地よく広がる。苺やラズベリーの
香りが楽しめる美しいサーモンピンク
のロゼスパークリング。

やや甘口のスパークリングワイン。グ
レープ・フルーツや白い花の香り、桜
桃などの味わいとやさしい甘さが楽し
める。

白

葡萄の持つフレッシュな果実味を大切
に醸造される。辛口スパークリングワ
イン。泡立ちがムースのように柔らか
で、生き生きとしたフレッシュな果実
味。

白

POSコード：3486754121180
3,800円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCサン・ヴェラン
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：12
※2022年7月価格改定

原産地呼称：ヴァン・ムスー
アルコール分：11.5％
ぶどう品種：ユニ・ブラン、グルナッシ
ュ・ブラン、グルナッシュ他
入数：12

原産地呼称：ヴァン・ムスー
アルコール分：11.5％
ぶどう品種：ユニ・ブラン、グルナッシ
ュ・ブラン他
入数：12

原産地呼称：ヴァン・ムスー
アルコール分：11.5％
ぶどう品種：ユニ・ブラン、グルナッシ
ュ・ブラン他
入数：12

POSコード：3267683102125
1,400円（税抜）参考小売価格 :

POSコード：3267683101128
1,400円（税抜）参考小売価格 :

POSコード：3267683100121
1,400円（税抜）参考小売価格 :

Saint-Véran Cuvée Prestige 
サン・ヴェラン 
キュヴェ・プレステージ18

Perle de Vigne Brut Rosé 
ペール･ドゥ･ヴィーニュ　
ブリュット ロゼNV

Perle de Vigne Demi-Sec Blanc de Blancs 
ペール･ドゥ･ヴィーニュ 
ドミ・セック ブラン・ド・ブラン NV

Perle de Vigne Brut Blanc de Blancs 
ペール･ドゥ･ヴィーニュ　
ブリュット ブラン・ド・ブランNV

中甘口

375ml 375ml

Picard ［ Pays d’Oc ］ピカール ［ ペイ・ドック ］

ロゼ発泡性 発泡性発泡性

価格
改定

価格
改定

価格
改定

価格
改定

価格
改定

価格
改定

価格
改定

コート・シャロネーズ、コート・ド・ボー
ヌ、ヨンヌの3地区のシャルドネをブレ
ンド。それぞれの特徴を合わせたバラ
ンスの良い充実した味わい。豊かな果
実味と控えめな樽香が楽しめる。

白

コート・シャロネーズとコート・ド・ボー
ヌの樹齢30年以上のピノ・ノワールを
ブレンド。豊かな果実味、きれいな酸味
のバランスが秀逸。スパイシーさもあ
りながらチャーミングな仕上がり。

コート・シャロネーズ、コート・ド・ボー
ヌ、ヨンヌの3地区のシャルドネをブレ
ンド。それぞれの特徴を合わせたバラ
ンスの良い充実した味わい。豊かな果
実味と控えめな樽香が楽しめる。

白

コート・シャロネーズとコート・ド・ボー
ヌの樹齢30年以上のピノ・ノワールを
ブレンド。豊かな果実味、きれいな酸味
のバランスが秀逸。スパイシーさもあ
りながらチャーミングな仕上がり。

赤 赤

POSコード：3267680009694
2,600円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCブルゴーニュ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：12
※2022年7月価格改定

POSコード：3267680008741
2,600円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCブルゴーニュ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ピノ・ノワール100％
入数：12
※2022年7月価格改定

POSコード：3267681192159
1,600円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCブルゴーニュ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：24

POSコード：3267680010225
1,600円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCブルゴーニュ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ピノ・ノワール100％
入数：24

Bourgogne Chardonnay 
ブルゴーニュ 
シャルドネ18

Bourgogne Pinot Noir 
ブルゴーニュ 
ピノ・ノワール 17

Bourgogne Chardonnay 375ml 
ブルゴーニュ シャルドネ 
（375ml）NV

Bourgogne Pinot Noir 375ml 
ブルゴーニュ 
ピノ・ノワール （375ml）NV

375ml 375ml

価格
改定

価格
改定

新商品新商品

在庫限り終売在庫限り終売 在庫限り終売 在庫限り終売



33 34※容量表記のないものは全て750mlとなります。※生産量、輸入量とも少ない生産者です。ヴィンテージの変更や在庫切れ等でご迷惑をお掛けする場合もございます。ご了承の程お願い申し上げます。ご発注の場合は在庫のお問い合わせをお願い致します。

Domaine Landron
ドメーヌ ランドロン

Loire / Nantes  ナント

Joseph Landron

Domaine de l’Ecu
ドメーヌ・ド・レキュ

Loire / Nantes  ナント

F�red Niger

ロワールのビオディナミの象徴的な存在として知られるギィ・ボサールによって設立されたドメーヌ。彼は1972 年からオー
ガニックによる葡萄栽培を開始し、1992 年からはビオディナミに転換する。土地のミネラルをワインに表現したい、ピュアな
ワインを生み出したい、そして環境にも配慮をしたいという彼の思いがビオディナミという手法を取らせた。2012 年ギィの
意思を受け継ぐフレッドがドメーヌに参画、共にワイン造りを行う事3 年、長くロワールのビオディナミを牽引してきたギィ
は2015年に引退し、ドメーヌはフレッドに引き継がれた。アンフォラの使用や赤ワイン醸造を開始。ドメーヌのさらなる進化
を遂げている。

Muscadet Cuvée Classique
ミュスカデ  
キュヴェ クラシック20

柑橘系の果実を思わせる豊かな果実味
に、土地の味わいをそのまま表現したよう
なミネラル感、キレ味の良い酸味のバラン
スが見事。従来のミュスカデのイメージを
変える複雑な味わいが素晴らしい。

POSコード：4986616832913
2,900円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCミュスカデ・セーブ
ル・エ・メーヌ
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：ムロン・ド・ブルゴーニュ
（ミュスカデ）100％
入数：12
※2022年7月価格改定

白

1945年ジョーの父ピエールと叔父ジュリアンによって設立。1990年にピエールが引退しジョーが当主となる。ドメーヌはナ
ントから南東15キロにあるレ・ブランディエール村に位置する。自社畑はセーブル河沿いの片岩質土壌の丘陵地帯に広がって
おり標高の高い区画にある。健全な葡萄が生育する環境作りを懸命に行い、土地の持つ独自で豊かなミネラル感を表現したワ
インを生み出す為にまさに「全身全霊」を傾けている。1999年にビオロジック栽培への移行を果たし、2002年にはエコセール
認証を取得、2011年にはビオディナミの認証（ビオディヴァン）も取得。今やミュスカデのビオディナミ生産者を代表する造
り手。

Muscadet Sèvre & Maine Sur Lie Les Houx 
ミュスカデ セーブル・エ・メーヌ 
シュール・リー レ・ウー19

ビオディナミで耕作された8haの単一
畑から造られる。グレープフルーツに代
表される柑橘系の香り高く、ガッチリと
したミネラル感がワインを引き締める岩
清水的ワイン。ランドロンの自信作。

POSコード：3423171127500
2,900円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCミュスカデ・セーブ
ル・エ・メーヌ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ムロン・ド・ブルゴーニュ
（ミュスカデ）100％
入数：12
※2022年7月価格改定

白
Turbullences Extra Brut
テュルビュランス 
エクストラ・ブリュット NV

酸の切れ味だけではなくしっかりしたミ
ネラル感が感じられるランドロンのワイ
ン。スパークリングワインになっても味
わいの特性は変わりません。

POSコード：3423175437506
3,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：ヴァン・ムスー・ド・カリテ
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：フォル・ブランシュ（グロ・
プラン）90％、ピノ・ノワール10％
入数：12
※2022年7月価格改定

白

Rednoz Cabernet Sauvignon 
レッドノーズ 
カベルネ・ソーヴィニヨン14 

黒系果実、干し葡萄、チェリーに白胡椒な
どスパイスが香る。柔らかい口当たりにき
め細かいタンニン、ヴォリュームもあり、チ
ャーミングさと繊細さを兼ね揃える。「007 
ロシアより愛をこめて」を基にデザイン。

POSコード：4986616834238
3,800円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：ヴァン・ド・フランス
アルコール分：11.5％
ぶどう品種：カベルネ・ソーヴィニヨン
100％
入数：12

赤
Mephisto Cabernet Franc
メフィスト 
カベルネ・フラン14

黒や赤系果実にハーブやスパイスの複雑
な香り。シルキーなタンニン、リッチで深い
味わい。メフィストはオペラ好きのFredが
特に好きな「ファウスト」の悪魔。ラベルは
パリ郊外の大聖堂のステンドグラス。

POSコード：4986616834221
5,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：ヴァン・ド・フランス
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：カベルネ・フラン100％
入数：12

赤

�nce �nce �nce �nce 

Janus Chardonnay
ジャニュス シャルドネ15

牡蠣の殻や海藻、柑橘系の果実などシ
ンプルでエレガントな香り。Janusはロ
ーマ神話の頭の前後に顔をもつ神で物
事の終始を司る。ギィの引退時に造った
シンボリックなキュヴェ。

POSコード：4986616834245
3,300円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：ヴァン・ド・フランス
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：12

白

Loire / Anjou  アンジュDomaine Patrick Baudouin
ドメーヌ パトリック・ボードアン

Patrick  Baudouin

パトリックが実家の葡萄園を引き継いだのは1990 年。以来テロワールの特性をワインに表現することを目指し、独自の感性
でビオロジー（無農薬・有機栽培）による葡萄造りを実践している。ビオディナミの導入においても、盲目的に従うことはせず、
自らが納得出来る範囲で取り入れている。パトリックはロワール川中下流域の片岩土壌とシュナンブラン種のマッチングから
生み出される味わいを追求している。2015年にはアンジェにてシュナンブランの専門家会議を開催したほどの情熱を注いで
いる。彼の造るシュナンブラン種のワイン、特に辛口タイプの白ワインからは過剰ではなく美しくバランスを取ったミネラル
感がロワール川の古城の風情の様に感じられる。

Anjou Blanc Effusion
アンジュ ブラン 
エフュジオン 18

薫り高く、口に含んだときの粘性に見事
に完熟した葡萄を感じさせる。驚く程長
い余韻に浸れるワイン。樹齢は40年以
上。「エフュジオン」とは火山のマグマが
動くような感情の昂ぶりを意味。

POSコード：4986616833088
3,800円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCアンジュ
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：シュナン・ブラン100％
入数：12

白
Savennières
サヴニエール15

京都・竜安寺の石庭を見た時の感動
とイメージで造られたワイン。豊かな香
りと果実味の凝縮感、クリーンで充実し
たミネラル感が特徴的。蜜のようなうっ
とりする味わいと香りが立ち上る。

POSコード：―
4,800円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCサヴニエール
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：シュナン・ブラン100％
入数：12

白

在庫限り終売

※ジャニュス シャルドネ、レッドノーズ カベルネ・ソーヴィニヨンとメフィスト カベルネ・フランは、生産量、輸入量ともに少ない商品です。
　在庫切れ等でご迷惑をお掛けする場合もございます。ご了承の程お願い申し上げます。

本ヴィンテージ完売 本ヴィンテージ完売

Thierry Michon

ミュスカデの南に約100ｋｍ、大西洋に面した緩やかな斜面を持つフィエフ・ヴァンデアン‐ブレムAOCの生産者。大西
洋から吹き付ける烈風は防風林を曲げるほど凄まじい。当主ティエリー・ミションは厳しい栽培条件下、果敢に葡萄栽培・
醸造に挑戦し、著名なワイン格付け本で2006 年から星付きとして紹介されるに至った。1995年からビオディナミを導
入し、ヴァンデの個性を土地から表現することに努めている。葡萄の剪定を変え、場所によっては人力で土を耕し、その弛
まぬ努力の結果は彼のワイナリーへの評価ばかりでなく、地方全体の評価を高めた。もともとVDQSであったこの地区
を2011 年からAOCへ昇格させた立役者。

Domaine Saint Nicolas
ドメーヌ　サン・ニコラ

Loire / Fief Vendéens-Brem   フィエフ・ヴァンデアン -ブレム

ビオディナミで栽培されたシュナン・ブ
ランとシャルドネで造られる。果実味
と、ミネラル、酸味のバランスが素晴ら
しく、多様な果実を連想させる複雑性、
繊細で清らかな透明感のある味わい。

ルフレとは反射の意味。畑近くの塩田の
水面に太陽が反射して照らされる場所で
収穫された葡萄から造ったキュヴェ。豊か
な果実味で濃厚な味わい。タンニンが丸
く、艶のあるバランスの良い味わい。

赤

白

サンニコラのトップキュヴェ。濃密な果
実味で、タンニンも果実味に包み込ま
れて溶け込んでいて味わい深い。ピ
ノ・ノワールの新たな可能性が感じら
れる味わい。

赤

音階（gamme)とガメイ(gammay)を
掛けて、Gammes en May（5月の音
階）。香り高く、チャーミングで心地よい
味わいの骨格にミネラルや酸を感じる。
アコーディオン名手の当主をラベルに。

赤

2008年レマン湖畔のフランス・スイス国境近くバレゾンにドミニク・ルカによって設立されたドメーヌ。現在、レマン
湖南に位置するオート・サヴォワ県のクレピーAC周辺に8ha、そしてブルゴーニュのポマール周辺に2.5ha、計10.5ha
を所有している。栽培にはビオディナミを採用。発酵・熟成には葡萄やワインに合わせて、228Lのバリック、400～
600Lのドゥミ・ミュイ、250Lのアンフォラ、650Lの卵形セメントタンク、珍しいピラミッド形セメントタンクを使い
分ける。石清水のように体にしみいるワインからとてもエネルギーに溢れるワインまで様々なワインを造りだす。

Les Vignes de Paradis (Les Vins du Léman)
レ・ヴィーニュ・ドゥ・パラディ（レ・ヴァン・デュ・レマン） 

Savoie　サヴォワ

Dominique Lucas
Dominique Lucas

ギザのピラミッドの1/100サイズにし
た珍しいピラミッド形セメントタンクを
使用し、発酵・熟成を行う。果実の厚
みがあり、詰まった味わい。エネルギー
に溢れた、キレのあるワイン。

白

「真髄」という名のワイン。レマン湖を
想像させる爽やかなで柔らかい果実
味、心地よい酸味。それだけでは終わ
らない奥深い味わい。グラスファイバ
ータンクと500Lの樽で発酵・熟成。

白 白

除梗はせず全房のまま時間を掛けて
圧搾し、650Lの卵形セメントタンクを
使用し発酵させ、シャスラの旨みを引
き出す。力強くもやさしい、体にしみる
ような石清水のような味わい。

Cuvée Les Clous Blanc 
キュヴェ・レ・クルー 
ブラン21

POSコード：3333700000511
3,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCフィエフ・ヴァンデ
ィアン - ブレム
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：シュナン・ブラン85％、
シャルドネ15％
入数：12
※2022年7月価格改定

Cuvée Reflets Rouge
キュヴェ・ルフレ 
ルージュ19

POSコード：3333700000436
3,300円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCフィエフ・ヴァンデ
ィアン - ブレム
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：ピノ・ノワール70％、ネグレ
ット20％、カベルネ・フラン5％、ガメイ5％
入数：12
※2022年7月価格改定

Cuvée La Grande Pièce Rouge
キュヴェ・ラ・グランド・ピエス 
ルージュ12

POSコード：3333700000467
6,800円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCフィエフ・ヴァンデ
ィアン - ブレム
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：ピノ・ノワール100％
入数：12

Gammes en May Rouge
ギャム・アン・メ 
ルージュ 18

POSコード：3333700000405
2,600円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCフィエフ・ヴァンデ
ィアン - ブレム
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：ガメイ100％
入数：12

Khéop’s 
ケオプス16

POSコード：4986616834429
7,200円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：IGPヴァン・デ・ザロブ
ロージュ
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：シャルドネ100%
入数：6

Chasselas Quintessence  
シャスラ カンテサンス17

POSコード：4986616834405
2,900円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：ヴァン・ド・サヴォワ
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：シャスラ100%
入数：6

Terroir du Léman "Un matin face au lac"
テロワール・デュ・レマン 
"アン・マタン・ファス・オ・ラック" 19

POSコード：4986616834412
5,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：IGPヴァン・デ・ザロブ
ロージュ
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：シャスラ100%
入数：6

在庫限り終売

在庫限り終売

［ レ・ヴィーニュ・ドゥ・パラディ ］［ レ・ヴァン・デュ・レマン］

※生産量、輸入量とも少ない生産者です。ヴィンテージの変更や在庫切れ等でご迷惑をお掛けする場合もございます。ご了承の程お願い申し上げます。ご発注の場合は在庫のお問い合わせをお願い致します。

セニエ方式で造られたロゼ。チェリー
やフランボワーズなどの赤い果実を思
わせる果実味ときれいな酸味をミネラ
ル感が支えている。ピュアで力強くチ
ャーミングな味わいのロゼ。

Cuvée Reflets Rosé
キュヴェ・ルフレ ロゼ18 ロゼ

POSコード：3333700000429
2,400円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：ヴァン・ド・フランス
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：ピノ・ノワール70％、ガメ
イ20％、グロロ・グリ10％
入数：12

あまりにも出来の良かった2018年の
ピノの完熟した葡萄の甘さと瑞々しさ
を味わえる。軽やかさを表現するため
SO2無添加。Sol （土壌、地面）、Air
（空気、大気）、Solaire （太陽の）。

Sol’Air Rosé 
ソレール ロゼ18 ロゼ

POSコード：3333700000528
3,350円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：ヴァン・ド・フランス
アルコール分：10.0％
ぶどう品種：ピノ・ノワール主体
入数：12

中甘口
ラズベリー等フレッシュなベリー系のアロ
マ、自然で心地よい味ワインはベースの
ワインの良さを物語っている。国内販売
95％とこれまで殆ど輸出されるこたがな
かったティエリー・ミッションの隠し玉。

Jazz Band Rosé Sparkling Wine
ジャズ・バンド ロゼ　
スパークリングワインNV

ロゼ

POSコード：3333700000481
3,300円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：ヴァン・ド・フランス
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ピノ・ノワール100％
入数：12

価格
改定

価格
改定

美味しいガメイ種の典型！まるで生のブド
ウを噛んだような感覚、果実味が豊かで
稠密な味わい。スルスルと喉越し良く入っ
てゆく感触。　サン・ニコラ当主のティエ
リー・ミッションはアコーディオンの名手。

赤
Gammes D' Ete Rouge
ギャム・デ・テ 
ルージュ20

POSコード：3333700000498
2,800円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCフィエフ・ヴァンデ
ィアン - ブレム
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：ガメイ100％
入数：12

価格
改定

価格
改定

新商品

新商品

発泡性

価格
改定

発泡性



33 34※容量表記のないものは全て750mlとなります。※生産量、輸入量とも少ない生産者です。ヴィンテージの変更や在庫切れ等でご迷惑をお掛けする場合もございます。ご了承の程お願い申し上げます。ご発注の場合は在庫のお問い合わせをお願い致します。

Domaine Landron
ドメーヌ ランドロン

Loire / Nantes  ナント

Joseph Landron

Domaine de l’Ecu
ドメーヌ・ド・レキュ

Loire / Nantes  ナント

F�red Niger

ロワールのビオディナミの象徴的な存在として知られるギィ・ボサールによって設立されたドメーヌ。彼は1972 年からオー
ガニックによる葡萄栽培を開始し、1992 年からはビオディナミに転換する。土地のミネラルをワインに表現したい、ピュアな
ワインを生み出したい、そして環境にも配慮をしたいという彼の思いがビオディナミという手法を取らせた。2012 年ギィの
意思を受け継ぐフレッドがドメーヌに参画、共にワイン造りを行う事3 年、長くロワールのビオディナミを牽引してきたギィ
は2015年に引退し、ドメーヌはフレッドに引き継がれた。アンフォラの使用や赤ワイン醸造を開始。ドメーヌのさらなる進化
を遂げている。

Muscadet Cuvée Classique
ミュスカデ  
キュヴェ クラシック20

柑橘系の果実を思わせる豊かな果実味
に、土地の味わいをそのまま表現したよう
なミネラル感、キレ味の良い酸味のバラン
スが見事。従来のミュスカデのイメージを
変える複雑な味わいが素晴らしい。

POSコード：4986616832913
2,900円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCミュスカデ・セーブ
ル・エ・メーヌ
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：ムロン・ド・ブルゴーニュ
（ミュスカデ）100％
入数：12
※2022年7月価格改定

白

1945年ジョーの父ピエールと叔父ジュリアンによって設立。1990年にピエールが引退しジョーが当主となる。ドメーヌはナ
ントから南東15キロにあるレ・ブランディエール村に位置する。自社畑はセーブル河沿いの片岩質土壌の丘陵地帯に広がって
おり標高の高い区画にある。健全な葡萄が生育する環境作りを懸命に行い、土地の持つ独自で豊かなミネラル感を表現したワ
インを生み出す為にまさに「全身全霊」を傾けている。1999年にビオロジック栽培への移行を果たし、2002年にはエコセール
認証を取得、2011年にはビオディナミの認証（ビオディヴァン）も取得。今やミュスカデのビオディナミ生産者を代表する造
り手。

Muscadet Sèvre & Maine Sur Lie Les Houx 
ミュスカデ セーブル・エ・メーヌ 
シュール・リー レ・ウー19

ビオディナミで耕作された8haの単一
畑から造られる。グレープフルーツに代
表される柑橘系の香り高く、ガッチリと
したミネラル感がワインを引き締める岩
清水的ワイン。ランドロンの自信作。

POSコード：3423171127500
2,900円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCミュスカデ・セーブ
ル・エ・メーヌ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ムロン・ド・ブルゴーニュ
（ミュスカデ）100％
入数：12
※2022年7月価格改定

白
Turbullences Extra Brut
テュルビュランス 
エクストラ・ブリュット NV

酸の切れ味だけではなくしっかりしたミ
ネラル感が感じられるランドロンのワイ
ン。スパークリングワインになっても味
わいの特性は変わりません。

POSコード：3423175437506
3,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：ヴァン・ムスー・ド・カリテ
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：フォル・ブランシュ（グロ・
プラン）90％、ピノ・ノワール10％
入数：12
※2022年7月価格改定

白

Rednoz Cabernet Sauvignon 
レッドノーズ 
カベルネ・ソーヴィニヨン14 

黒系果実、干し葡萄、チェリーに白胡椒な
どスパイスが香る。柔らかい口当たりにき
め細かいタンニン、ヴォリュームもあり、チ
ャーミングさと繊細さを兼ね揃える。「007 
ロシアより愛をこめて」を基にデザイン。

POSコード：4986616834238
3,800円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：ヴァン・ド・フランス
アルコール分：11.5％
ぶどう品種：カベルネ・ソーヴィニヨン
100％
入数：12

赤
Mephisto Cabernet Franc
メフィスト 
カベルネ・フラン14

黒や赤系果実にハーブやスパイスの複雑
な香り。シルキーなタンニン、リッチで深い
味わい。メフィストはオペラ好きのFredが
特に好きな「ファウスト」の悪魔。ラベルは
パリ郊外の大聖堂のステンドグラス。

POSコード：4986616834221
5,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：ヴァン・ド・フランス
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：カベルネ・フラン100％
入数：12

赤

�nce �nce �nce �nce 

Janus Chardonnay
ジャニュス シャルドネ15

牡蠣の殻や海藻、柑橘系の果実などシ
ンプルでエレガントな香り。Janusはロ
ーマ神話の頭の前後に顔をもつ神で物
事の終始を司る。ギィの引退時に造った
シンボリックなキュヴェ。

POSコード：4986616834245
3,300円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：ヴァン・ド・フランス
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：12

白

Loire / Anjou  アンジュDomaine Patrick Baudouin
ドメーヌ パトリック・ボードアン

Patrick  Baudouin

パトリックが実家の葡萄園を引き継いだのは1990 年。以来テロワールの特性をワインに表現することを目指し、独自の感性
でビオロジー（無農薬・有機栽培）による葡萄造りを実践している。ビオディナミの導入においても、盲目的に従うことはせず、
自らが納得出来る範囲で取り入れている。パトリックはロワール川中下流域の片岩土壌とシュナンブラン種のマッチングから
生み出される味わいを追求している。2015年にはアンジェにてシュナンブランの専門家会議を開催したほどの情熱を注いで
いる。彼の造るシュナンブラン種のワイン、特に辛口タイプの白ワインからは過剰ではなく美しくバランスを取ったミネラル
感がロワール川の古城の風情の様に感じられる。

Anjou Blanc Effusion
アンジュ ブラン 
エフュジオン 18

薫り高く、口に含んだときの粘性に見事
に完熟した葡萄を感じさせる。驚く程長
い余韻に浸れるワイン。樹齢は40年以
上。「エフュジオン」とは火山のマグマが
動くような感情の昂ぶりを意味。

POSコード：4986616833088
3,800円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCアンジュ
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：シュナン・ブラン100％
入数：12

白
Savennières
サヴニエール15

京都・竜安寺の石庭を見た時の感動
とイメージで造られたワイン。豊かな香
りと果実味の凝縮感、クリーンで充実し
たミネラル感が特徴的。蜜のようなうっ
とりする味わいと香りが立ち上る。

POSコード：―
4,800円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCサヴニエール
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：シュナン・ブラン100％
入数：12

白

在庫限り終売

※ジャニュス シャルドネ、レッドノーズ カベルネ・ソーヴィニヨンとメフィスト カベルネ・フランは、生産量、輸入量ともに少ない商品です。
　在庫切れ等でご迷惑をお掛けする場合もございます。ご了承の程お願い申し上げます。

本ヴィンテージ完売 本ヴィンテージ完売

Thierry Michon

ミュスカデの南に約100ｋｍ、大西洋に面した緩やかな斜面を持つフィエフ・ヴァンデアン‐ブレムAOCの生産者。大西
洋から吹き付ける烈風は防風林を曲げるほど凄まじい。当主ティエリー・ミションは厳しい栽培条件下、果敢に葡萄栽培・
醸造に挑戦し、著名なワイン格付け本で2006 年から星付きとして紹介されるに至った。1995年からビオディナミを導
入し、ヴァンデの個性を土地から表現することに努めている。葡萄の剪定を変え、場所によっては人力で土を耕し、その弛
まぬ努力の結果は彼のワイナリーへの評価ばかりでなく、地方全体の評価を高めた。もともとVDQSであったこの地区
を2011 年からAOCへ昇格させた立役者。

Domaine Saint Nicolas
ドメーヌ　サン・ニコラ

Loire / Fief Vendéens-Brem   フィエフ・ヴァンデアン -ブレム

ビオディナミで栽培されたシュナン・ブ
ランとシャルドネで造られる。果実味
と、ミネラル、酸味のバランスが素晴ら
しく、多様な果実を連想させる複雑性、
繊細で清らかな透明感のある味わい。

ルフレとは反射の意味。畑近くの塩田の
水面に太陽が反射して照らされる場所で
収穫された葡萄から造ったキュヴェ。豊か
な果実味で濃厚な味わい。タンニンが丸
く、艶のあるバランスの良い味わい。

赤

白

サンニコラのトップキュヴェ。濃密な果
実味で、タンニンも果実味に包み込ま
れて溶け込んでいて味わい深い。ピ
ノ・ノワールの新たな可能性が感じら
れる味わい。

赤

音階（gamme)とガメイ(gammay)を
掛けて、Gammes en May（5月の音
階）。香り高く、チャーミングで心地よい
味わいの骨格にミネラルや酸を感じる。
アコーディオン名手の当主をラベルに。

赤

2008年レマン湖畔のフランス・スイス国境近くバレゾンにドミニク・ルカによって設立されたドメーヌ。現在、レマン
湖南に位置するオート・サヴォワ県のクレピーAC周辺に8ha、そしてブルゴーニュのポマール周辺に2.5ha、計10.5ha
を所有している。栽培にはビオディナミを採用。発酵・熟成には葡萄やワインに合わせて、228Lのバリック、400～
600Lのドゥミ・ミュイ、250Lのアンフォラ、650Lの卵形セメントタンク、珍しいピラミッド形セメントタンクを使い
分ける。石清水のように体にしみいるワインからとてもエネルギーに溢れるワインまで様々なワインを造りだす。

Les Vignes de Paradis (Les Vins du Léman)
レ・ヴィーニュ・ドゥ・パラディ（レ・ヴァン・デュ・レマン） 

Savoie　サヴォワ

Dominique Lucas
Dominique Lucas

ギザのピラミッドの1/100サイズにし
た珍しいピラミッド形セメントタンクを
使用し、発酵・熟成を行う。果実の厚
みがあり、詰まった味わい。エネルギー
に溢れた、キレのあるワイン。

白

「真髄」という名のワイン。レマン湖を
想像させる爽やかなで柔らかい果実
味、心地よい酸味。それだけでは終わ
らない奥深い味わい。グラスファイバ
ータンクと500Lの樽で発酵・熟成。

白 白

除梗はせず全房のまま時間を掛けて
圧搾し、650Lの卵形セメントタンクを
使用し発酵させ、シャスラの旨みを引
き出す。力強くもやさしい、体にしみる
ような石清水のような味わい。

Cuvée Les Clous Blanc 
キュヴェ・レ・クルー 
ブラン21

POSコード：3333700000511
3,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCフィエフ・ヴァンデ
ィアン - ブレム
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：シュナン・ブラン85％、
シャルドネ15％
入数：12
※2022年7月価格改定

Cuvée Reflets Rouge
キュヴェ・ルフレ 
ルージュ19

POSコード：3333700000436
3,300円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCフィエフ・ヴァンデ
ィアン - ブレム
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：ピノ・ノワール70％、ネグレ
ット20％、カベルネ・フラン5％、ガメイ5％
入数：12
※2022年7月価格改定

Cuvée La Grande Pièce Rouge
キュヴェ・ラ・グランド・ピエス 
ルージュ12

POSコード：3333700000467
6,800円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCフィエフ・ヴァンデ
ィアン - ブレム
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：ピノ・ノワール100％
入数：12

Gammes en May Rouge
ギャム・アン・メ 
ルージュ 18

POSコード：3333700000405
2,600円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCフィエフ・ヴァンデ
ィアン - ブレム
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：ガメイ100％
入数：12

Khéop’s 
ケオプス16

POSコード：4986616834429
7,200円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：IGPヴァン・デ・ザロブ
ロージュ
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：シャルドネ100%
入数：6

Chasselas Quintessence  
シャスラ カンテサンス17

POSコード：4986616834405
2,900円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：ヴァン・ド・サヴォワ
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：シャスラ100%
入数：6

Terroir du Léman "Un matin face au lac"
テロワール・デュ・レマン 
"アン・マタン・ファス・オ・ラック" 19

POSコード：4986616834412
5,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：IGPヴァン・デ・ザロブ
ロージュ
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：シャスラ100%
入数：6

在庫限り終売

在庫限り終売

［ レ・ヴィーニュ・ドゥ・パラディ ］［ レ・ヴァン・デュ・レマン］

※生産量、輸入量とも少ない生産者です。ヴィンテージの変更や在庫切れ等でご迷惑をお掛けする場合もございます。ご了承の程お願い申し上げます。ご発注の場合は在庫のお問い合わせをお願い致します。

セニエ方式で造られたロゼ。チェリー
やフランボワーズなどの赤い果実を思
わせる果実味ときれいな酸味をミネラ
ル感が支えている。ピュアで力強くチ
ャーミングな味わいのロゼ。

Cuvée Reflets Rosé
キュヴェ・ルフレ ロゼ18 ロゼ

POSコード：3333700000429
2,400円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：ヴァン・ド・フランス
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：ピノ・ノワール70％、ガメ
イ20％、グロロ・グリ10％
入数：12

あまりにも出来の良かった2018年の
ピノの完熟した葡萄の甘さと瑞々しさ
を味わえる。軽やかさを表現するため
SO2無添加。Sol （土壌、地面）、Air
（空気、大気）、Solaire （太陽の）。

Sol’Air Rosé 
ソレール ロゼ18 ロゼ

POSコード：3333700000528
3,350円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：ヴァン・ド・フランス
アルコール分：10.0％
ぶどう品種：ピノ・ノワール主体
入数：12

中甘口
ラズベリー等フレッシュなベリー系のアロ
マ、自然で心地よい味ワインはベースの
ワインの良さを物語っている。国内販売
95％とこれまで殆ど輸出されるこたがな
かったティエリー・ミッションの隠し玉。

Jazz Band Rosé Sparkling Wine
ジャズ・バンド ロゼ　
スパークリングワインNV

ロゼ

POSコード：3333700000481
3,300円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：ヴァン・ド・フランス
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ピノ・ノワール100％
入数：12

価格
改定

価格
改定

美味しいガメイ種の典型！まるで生のブド
ウを噛んだような感覚、果実味が豊かで
稠密な味わい。スルスルと喉越し良く入っ
てゆく感触。　サン・ニコラ当主のティエ
リー・ミッションはアコーディオンの名手。

赤
Gammes D' Ete Rouge
ギャム・デ・テ 
ルージュ20

POSコード：3333700000498
2,800円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCフィエフ・ヴァンデ
ィアン - ブレム
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：ガメイ100％
入数：12

価格
改定

価格
改定

新商品

新商品

発泡性

価格
改定

発泡性
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Domaine Vincent Carême　
ドメーヌ ヴァンサン・カレム   

Loire / Vouvray  ヴーヴレ

Alphonse Mellot　
アルフォンス・メロ

Loire / Sancerre  サンセール

Mellot  Family

ヴァンサンを表現するに「才気溢れる」が最も適切な言葉に思える。ヴーヴレの地に生まれ1999 年に祖先から伝わる小
さな区画から自らのワイン造りを始め、現在15ｈａの自社畑からドメーヌ　ヴァンサン・カレムを生み出す。2003年か
らビオへ転換、2007年認証取得。葡萄の糖分のみ使い、一切の加糖を行わず造られるスパークリングワインはピュアで
力強い。原料葡萄の品質の高さにも驚かされる。自身のワイン造りに力を入れる一方で、南アフリカやタイでワイン造り
の技術指導を行ったり、アンボワーズで教鞭をとるなど未来を担う若手育成のためにも意欲的に活動している。

Vouvray Cuvée T
ヴーヴレ キュヴェ・テ17

若手葡萄栽培家の育成のために敢えて契
約栽培者から葡萄を購入。柑橘系の香り
が心地よい、杏や花の香りと共に感じるふ
くよかな味わい。アフターに僅かな苦味が
食欲をそそる。

POSコード：3770003649014
2,600円（税抜）参考小売価格 :

白

原産地呼称：AOCヴーヴレ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：シュナン・ブラン100%
入数：12

Vouvray  l'Ancestrale
ヴーヴレ ランセストラル16

発酵中のワインを瓶詰めし、発酵を続け
造る瓶内一次発酵。勿論、ドサージュは
ゼロ。見事に栽培された果実の美味し
さを何も加えずにそのまま閉じ込めたよ
う。新鮮で複雑な果実の香味に驚く。

POSコード：3770003649038
3,600円（税抜）参考小売価格 :

白

原産地呼称：AOCヴーヴレ
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：シュナン・ブラン100%
入数：12

歴史は1513 年の古文書に葡萄栽培とワイン造りを行っていたとの記載があり、1698 年にセザール・メロはフランス
王ルイ14 世のワインアドバイザーに認定されるなど、古くからこの地を代表するワインの造り手として知られる。由緒
あるアルフォンス・メロの名は代々世襲される。サンセールの南から南西向きの斜面で、キンメリジャンの上部をサン・
ドゥルシャールと呼ばれる泥灰層が覆う地質はメロの財産ともいえる土地でビオディナミによる栽培を実施し、葡萄に
豊かさと個性を与える。2017年フランス格付け本で3ツ星獲得。フランスでの評価はもちろん世界各国の有名レストラ
ンのワインメニューに掲載されるサンセールとして知られている。

Pouilly-Fumé
プイィ・フュメ18

サンセールの重鎮が造るプイィ・フュメ。
質の高いミネラルや鮮やかな切れ味の
ある酸味、透明感があり、華やかな果実
の香りと、プイィ・フュメ特有のスモーキ
ーなニュアンスが絶妙なバランス。

POSコード：3273390117130
4,800円（税抜）参考小売価格 :

白 白

原産地呼称：AOCプイィ・フュメ
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：ソーヴィニヨン・ブラン
100％
入数：12
※2022年7月価格改定

Sancerre La Moussière
サンセール 
ラ・ムシエール 20

僅かに緑を感じさせる黄金色、柑橘系
のアロマ、甘いバニラ香、心地良い酸
味とみなぎるミネラル感が特徴。果実
の旨みその厚さや美しい酸はさすが、
アルフォンス・メロと納得の味わい。

POSコード：3273390080106
5,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCサンセール
アルコール分：14.5％
ぶどう品種：ソーヴィニヨン・ブラン
100％
入数：12
※2022年7月価格改定

発泡性

発泡性

�nce �nce�nce �nce 

※生産量、輸入量とも少ない生産者です。ヴィンテージの変更や在庫切れ等でご迷惑をお掛けする場合もございます。ご了承の程お願い申し上げます。ご発注の場合は在庫のお問い合わせをお願い致します。

POSコード：4986616835501
7,800円（税抜）参考小売価格 :

Montlouis sur Loire Moelleux
モンルイ・シュール・ロワール 
モアルー16

貴腐化した遅摘みの葡萄で造られる。
澄んだ鮮やかな色調。エキゾチックな
フルーツ、特にパッションフルーツに
代表される特徴的な香りと味。余韻の
幅と長さに感銘を受ける。

原産地呼称：AOCモンルイ・シュール・
ロワール
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：シュナン・ブラン100％
入数：12
※2022年7月価格改定

白

中甘口

※生産量、輸入量とも少ない生産者です。ヴィンテージの変更や在庫切れ等でご迷惑をお掛けする場合もございます。ご了承の程お願い申し上げます。ご発注の場合は在庫のお問い合わせをお願い致します。

Eric Morgat
エリック・モルガ

Eric Morgat

Loire / Savennères  サヴニエール

ル・プティ・ドメーヌは1990年にリシャール・ドゥズッシュが興したドメーヌ。リュット・レゾネを栽培法として採用してい
たが、徐々にビオロジックへの転換を行い、2012年の収穫からエコセールの認証を取得。醸造においては伝統的なスタイルを
踏襲し、ステンレスタンクでの発酵、フレッシュさを損なわぬよう新樽ではなく古樽を用いた熟成を行っている。リシャール・
ドゥズッシュは現在その手腕から最高のカベルネ・フランを造りだす生産者クロ・ルジャールの醸造責任者も任されている。ド
メーヌが所有する中でフラッグシップとなる区画は、ソーミュール-シャンピニの”レ・ボヌヴォ”と、ソーミュールの”アントル・
ドゥ・ヴォア”。

Le P'tit Domaine　
ル・プティ・ドメーヌ

Richard  Desouche
Richard  Desouche

Loire / Saumur  ソーミュール

1995年、25歳の若さで独立し、ドメーヌを設立。サヴニエールでグラン・ヴァン＝生きたワインを造りだすため、哲学的かつ
大地に根差したワイン造りを行う。大規模な区画整理の実施、収量を20hℓ以下に落とす、葡萄を粒よりで選果し貴腐化した葡
萄を徹底的に排除し全房のままプレスする等他のサヴニエールの造り手とは一線を画す独自のスタイルで評論家を唸らせる。
ミッシェル・ベタンヌも今やロワール最高辛口白ワインに指定している。ドメーヌ ビゾのジャン-イヴ・ビゾにアプローチとワ
インの方向性が似ていると連絡を取り、それからお互いに情報を交換し、刺激し合っている仲でもある。今、サヴニエールで最
も注目を集めている造り手。

Anjou Blanc Litus
アンジュ ブラン リトゥス18

圧倒的な果実の密度、芳醇な香り、上質
な酸とミネラルが引き締め、後味に残る
塩味が心地良い。驚愕のアンジュ・ブラ
ン。全房の状態を保つために畑で1房
ごとに選果を行う。樽発酵、樽熟成。

POSコード：4986616834252
8,500円（税抜）参考小売価格 :

白
Savennières Fidès
サヴニエール フィデス19

完熟した果実の密度の高い旨みとコク、
複雑さと凝縮感、美しい酸とミネラルが
感じられる。圧倒的な存在を放つグラ
ン・ヴァン。「フィデス」は誠実さや信頼
度の高いという意味を合わせた造語。

POSコード：4986616833354
9,800円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCサヴニエール
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：シュナン・ブラン100％
入数：6
※2022年7月価格改定

白

Le P'tit Domaine Saumur-Champigny 
ル・プティ・ドメーヌ 
ソーミュール・シャンピニー15

ブラックチェリーに代表されるアロマ、樽
熟成により味わいに調和と凝縮感。密度
の高い味わい。熟成は小樽で18ヶ月間、
続いて3～4ヶ月間タンクでも熟成。

POSコード：4986616834375
4,300円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCソーミュール・シャ
ンピニー
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：カベルネ・フラン100％
入数：12

Entre Deux Voyes Saumur Blanc
アントル・ドゥ・ヴォア 
ソーミュール・ブラン15

最良の区画レ・ボヌの葡萄を使用。適
熟収穫した葡萄を全房のまま直接圧搾。
228L樽で12ヶ月間、その後3～ 4ヶ
月間タンクでも熟成。果実味と酸、樽香
が実に高い見事なバランスを見せる。

POSコード：4986616834399
4,300円（税抜）参考小売価格 :

白

原産地呼称：AOCソーミュール
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：シュナン・ブラン100％
入数：12

Le Coup d'Douze Saumur Champigny
レ・クッドゥーズ 
ソーミュール・シャンピニー20

完熟したカベルネ・フランの果実味をそ
のまま表現するためステンレスタンク内で
のワイン造りを行う。赤いベリー系の果実
を連想させるが密度の高さはソーミュー
ル・シャンピニーを主張している。

POSコード：4986616834368
3,300円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCソーミュール・シャ
ンピニー
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：カベルネ・フラン100％
入数：12
※2022年7月価格改定

赤 赤

入数変更 入数変更本ヴィンテージのみの生産

La Croisée des Chenins
ラ・クロワ・デ・シュナン17

2017年悪天候でサヴ二エールのフィデ
ス、アンジュ・ブランのリュティスを単独
で仕込めずブレンド。畑の全てを美しく凝
縮したよう、中でもこのラ・クロワ・デ・
シュナンは2017年限りの希少なワイン。

POSコード：4986616835457
8,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：ヴァン・ド・フランス
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：シュナン・ブラン100％
入数：12

原産地呼称：AOCアンジュ
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：シュナン・ブラン100％
入数：6
※2022年7月価格改定

白

Domaine François Chidaine
ドメーヌ　フランソワ・シデーヌ

Loire / Montlouis  モンルイ

Manuela &
     Franqois ChidaineManuela &
     Franqois Chidaine

「フランソワは首まで土の中に埋まっているよ。」とフランソワを知る造り手たちは彼をこう表現する。白亜の石灰岩を底
土に持つ畑の特徴を如何にワインに表現するかと土と格闘した結果、ビオディナミを実践するに至る。フランソワ・シデ
ーヌはモンルイとヴーヴレに畑とワイナリーを持つ。ワインは土地の持つ特徴を見事に表現している。果実味、美しい酸
味、ミネラル感のある味わいが見事にまとまり堂々としている。モンルイやヴーヴレの従来のイメージを覆す出来であ
る。2017年フランス格付け本で3ツ星獲得。モンルイだけでなく、全ロワールの白ワインを代表する造り手であり、多く
の生産者より敬慕され、また影響を与え続けている生産者。

価格
改定

Les Bois Blanc  Saumur Champigny
レ・ボア・ブラン 
ソーミュール・シャンピニー 15

ブラックチェリーに代表されるアロマ、樽熟成に
より味わいに調和と凝縮感。密度の高い味わい
だが細かなタンニンは口内を心地よくリフレッシ
ュしてくれる。従来のキュヴェ名称ル・プティ・ド
メーヌを畑名レ・ボワ・ブランに変更したもの。

POSコード：4986616836300
4,300円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOC：ソーミュール・シ
ャンピニー
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：カベルネ・フラン100％
入数：12

赤

Les Bonneveaux Saumur-Champigny 
レ・ボヌヴォ 
ソーミュール・シャンピニー18

最良の区画レ・ボヌヴォの葡萄で造るトッ
プワイン。濃厚で密度の高い味わいだが
タンニンは細かく滑らかで酸味と共に骨
格のように豊かな果実味を支えている。
小樽で18ヶ月間後タンクでも熟成。

POSコード：4986616834382

 

6,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCソーミュール・シャ
ンピニー
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：カベルネ・フラン100％
入数：12
※2022年7月価格改定

赤

価格
改定

Montlouis-sur-Loire Les Choisilles 
モンルイ・シュール・ロワール 
レ・ショワジール19

フランソワ・シデーヌのドライタイプの
モンルイを代表するレ・ショワジール
は、ミネラル感に富み、果実味と美しい
酸味が融合した透明感はシデーヌの
味わいを見事に表現している。

POSコード：4986616835488
6,800円（税抜）参考小売価格 :

POSコード：4986616835532
6,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCモンルイ・シュール・
ロワール
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：シュナン・ブラン100％
入数：12
※2022年7月価格改定

Montlouis-sur-Loire Les Tuffeaux （Demi-Sec） 
モンルイ・シュール・ロワール 
レ・チュフォ（ドミセック）18

リンゴや黄桃やアプリコット等思わせ
る美しい果実味、ミネラルと酸味のバ
ランスがとれた味わい。口当りは果実
の甘さを感じるもののフィニッシュはド
ライ。粘性が高く重量感も感じられる。

原産地呼称：AOCモンルイ・シュール・
ロワール
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：シュナン・ブラン100％
入数：12
※2022年7月価格改定

白 白

中辛口

価格
改定

価格
改定

価格
改定

価格
改定

在庫限り終売

Vincent &
    Tania C

areme�Vincent &
    Tania C

areme�

POSコード：4986616835518
6,600円（税抜）参考小売価格 :

Montlouis sur Loire Clos Habert
モンルイ・シュール・ロワール
クロ・アベール17

この3haの畑（Clos Habert）でビオデ
ィナミ農法で栽培されたシュナン・ブラ
ンを手摘み収穫、600ℓの木樽（ドゥミ・
ミュイ）を使い自生酵母で発酵させ6か
月間樽熟成。

原産地呼称：AOCモンルイ・シュール・
ロワール
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：シュナン・ブラン100％
入数：12
※2022年7月価格改定

白

POSコード：4986616835495
7,200円（税抜）参考小売価格 :

Baudoin
ボードアン19

ヴーヴレの最高の区画クロ・ボードアン。
原産地委員会はシデーヌがモンルイで
ボトリングを理由にAOCを認めず、そ
のためヴァン・ド・ターブル規格となる。

原産地呼称：ヴァン・ド・フランス
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：シュナン・ブラン100％
入数：12
※2022年7月価格改定

白

価格
改定

POSコード：4986616835525
7,200円（税抜）参考小売価格 :

Montlouis sur Loire Les Bournais
モンルイ・シュール・ロワール
レ・ボルネ17

Les Bournaisはモンルイの4haの畑。
ビオディナミ農法で栽培されたシュナン・
ブランを搾汁後、600ℓの木樽で自生酵
母で発酵。マロ発酵無しで11か月間樽
熟成を実施。

原産地呼称：AOCモンルイ・シュール・
ロワール
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：シュナン・ブラン100％
入数：12
※2022年7月価格改定

白

価格
改定

価格
改定

価格
改定

価格
改定

価格
改定

新商品
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Domaine Vincent Carême　
ドメーヌ ヴァンサン・カレム   

Loire / Vouvray  ヴーヴレ

Alphonse Mellot　
アルフォンス・メロ

Loire / Sancerre  サンセール

Mellot  Family

ヴァンサンを表現するに「才気溢れる」が最も適切な言葉に思える。ヴーヴレの地に生まれ1999 年に祖先から伝わる小
さな区画から自らのワイン造りを始め、現在15ｈａの自社畑からドメーヌ　ヴァンサン・カレムを生み出す。2003年か
らビオへ転換、2007年認証取得。葡萄の糖分のみ使い、一切の加糖を行わず造られるスパークリングワインはピュアで
力強い。原料葡萄の品質の高さにも驚かされる。自身のワイン造りに力を入れる一方で、南アフリカやタイでワイン造り
の技術指導を行ったり、アンボワーズで教鞭をとるなど未来を担う若手育成のためにも意欲的に活動している。

Vouvray Cuvée T
ヴーヴレ キュヴェ・テ17

若手葡萄栽培家の育成のために敢えて契
約栽培者から葡萄を購入。柑橘系の香り
が心地よい、杏や花の香りと共に感じるふ
くよかな味わい。アフターに僅かな苦味が
食欲をそそる。

POSコード：3770003649014
2,600円（税抜）参考小売価格 :

白

原産地呼称：AOCヴーヴレ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：シュナン・ブラン100%
入数：12

Vouvray  l'Ancestrale
ヴーヴレ ランセストラル16

発酵中のワインを瓶詰めし、発酵を続け
造る瓶内一次発酵。勿論、ドサージュは
ゼロ。見事に栽培された果実の美味し
さを何も加えずにそのまま閉じ込めたよ
う。新鮮で複雑な果実の香味に驚く。

POSコード：3770003649038
3,600円（税抜）参考小売価格 :

白

原産地呼称：AOCヴーヴレ
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：シュナン・ブラン100%
入数：12

歴史は1513 年の古文書に葡萄栽培とワイン造りを行っていたとの記載があり、1698 年にセザール・メロはフランス
王ルイ14 世のワインアドバイザーに認定されるなど、古くからこの地を代表するワインの造り手として知られる。由緒
あるアルフォンス・メロの名は代々世襲される。サンセールの南から南西向きの斜面で、キンメリジャンの上部をサン・
ドゥルシャールと呼ばれる泥灰層が覆う地質はメロの財産ともいえる土地でビオディナミによる栽培を実施し、葡萄に
豊かさと個性を与える。2017年フランス格付け本で3ツ星獲得。フランスでの評価はもちろん世界各国の有名レストラ
ンのワインメニューに掲載されるサンセールとして知られている。

Pouilly-Fumé
プイィ・フュメ18

サンセールの重鎮が造るプイィ・フュメ。
質の高いミネラルや鮮やかな切れ味の
ある酸味、透明感があり、華やかな果実
の香りと、プイィ・フュメ特有のスモーキ
ーなニュアンスが絶妙なバランス。

POSコード：3273390117130
4,800円（税抜）参考小売価格 :

白 白

原産地呼称：AOCプイィ・フュメ
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：ソーヴィニヨン・ブラン
100％
入数：12
※2022年7月価格改定

Sancerre La Moussière
サンセール 
ラ・ムシエール 20

僅かに緑を感じさせる黄金色、柑橘系
のアロマ、甘いバニラ香、心地良い酸
味とみなぎるミネラル感が特徴。果実
の旨みその厚さや美しい酸はさすが、
アルフォンス・メロと納得の味わい。

POSコード：3273390080106
5,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCサンセール
アルコール分：14.5％
ぶどう品種：ソーヴィニヨン・ブラン
100％
入数：12
※2022年7月価格改定

発泡性

発泡性

�nce �nce�nce �nce 

※生産量、輸入量とも少ない生産者です。ヴィンテージの変更や在庫切れ等でご迷惑をお掛けする場合もございます。ご了承の程お願い申し上げます。ご発注の場合は在庫のお問い合わせをお願い致します。

POSコード：4986616835501
7,800円（税抜）参考小売価格 :

Montlouis sur Loire Moelleux
モンルイ・シュール・ロワール 
モアルー16

貴腐化した遅摘みの葡萄で造られる。
澄んだ鮮やかな色調。エキゾチックな
フルーツ、特にパッションフルーツに
代表される特徴的な香りと味。余韻の
幅と長さに感銘を受ける。

原産地呼称：AOCモンルイ・シュール・
ロワール
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：シュナン・ブラン100％
入数：12
※2022年7月価格改定

白

中甘口

※生産量、輸入量とも少ない生産者です。ヴィンテージの変更や在庫切れ等でご迷惑をお掛けする場合もございます。ご了承の程お願い申し上げます。ご発注の場合は在庫のお問い合わせをお願い致します。

Eric Morgat
エリック・モルガ

Eric Morgat

Loire / Savennères  サヴニエール

ル・プティ・ドメーヌは1990年にリシャール・ドゥズッシュが興したドメーヌ。リュット・レゾネを栽培法として採用してい
たが、徐々にビオロジックへの転換を行い、2012年の収穫からエコセールの認証を取得。醸造においては伝統的なスタイルを
踏襲し、ステンレスタンクでの発酵、フレッシュさを損なわぬよう新樽ではなく古樽を用いた熟成を行っている。リシャール・
ドゥズッシュは現在その手腕から最高のカベルネ・フランを造りだす生産者クロ・ルジャールの醸造責任者も任されている。ド
メーヌが所有する中でフラッグシップとなる区画は、ソーミュール-シャンピニの”レ・ボヌヴォ”と、ソーミュールの”アントル・
ドゥ・ヴォア”。

Le P'tit Domaine　
ル・プティ・ドメーヌ

Richard  Desouche
Richard  Desouche

Loire / Saumur  ソーミュール

1995年、25歳の若さで独立し、ドメーヌを設立。サヴニエールでグラン・ヴァン＝生きたワインを造りだすため、哲学的かつ
大地に根差したワイン造りを行う。大規模な区画整理の実施、収量を20hℓ以下に落とす、葡萄を粒よりで選果し貴腐化した葡
萄を徹底的に排除し全房のままプレスする等他のサヴニエールの造り手とは一線を画す独自のスタイルで評論家を唸らせる。
ミッシェル・ベタンヌも今やロワール最高辛口白ワインに指定している。ドメーヌ ビゾのジャン-イヴ・ビゾにアプローチとワ
インの方向性が似ていると連絡を取り、それからお互いに情報を交換し、刺激し合っている仲でもある。今、サヴニエールで最
も注目を集めている造り手。

Anjou Blanc Litus
アンジュ ブラン リトゥス18

圧倒的な果実の密度、芳醇な香り、上質
な酸とミネラルが引き締め、後味に残る
塩味が心地良い。驚愕のアンジュ・ブラ
ン。全房の状態を保つために畑で1房
ごとに選果を行う。樽発酵、樽熟成。

POSコード：4986616834252
8,500円（税抜）参考小売価格 :

白
Savennières Fidès
サヴニエール フィデス19

完熟した果実の密度の高い旨みとコク、
複雑さと凝縮感、美しい酸とミネラルが
感じられる。圧倒的な存在を放つグラ
ン・ヴァン。「フィデス」は誠実さや信頼
度の高いという意味を合わせた造語。

POSコード：4986616833354
9,800円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCサヴニエール
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：シュナン・ブラン100％
入数：6
※2022年7月価格改定

白

Le P'tit Domaine Saumur-Champigny 
ル・プティ・ドメーヌ 
ソーミュール・シャンピニー15

ブラックチェリーに代表されるアロマ、樽
熟成により味わいに調和と凝縮感。密度
の高い味わい。熟成は小樽で18ヶ月間、
続いて3～4ヶ月間タンクでも熟成。

POSコード：4986616834375
4,300円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCソーミュール・シャ
ンピニー
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：カベルネ・フラン100％
入数：12

Entre Deux Voyes Saumur Blanc
アントル・ドゥ・ヴォア 
ソーミュール・ブラン15

最良の区画レ・ボヌの葡萄を使用。適
熟収穫した葡萄を全房のまま直接圧搾。
228L樽で12ヶ月間、その後3～ 4ヶ
月間タンクでも熟成。果実味と酸、樽香
が実に高い見事なバランスを見せる。

POSコード：4986616834399
4,300円（税抜）参考小売価格 :

白

原産地呼称：AOCソーミュール
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：シュナン・ブラン100％
入数：12

Le Coup d'Douze Saumur Champigny
レ・クッドゥーズ 
ソーミュール・シャンピニー20

完熟したカベルネ・フランの果実味をそ
のまま表現するためステンレスタンク内で
のワイン造りを行う。赤いベリー系の果実
を連想させるが密度の高さはソーミュー
ル・シャンピニーを主張している。

POSコード：4986616834368
3,300円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCソーミュール・シャ
ンピニー
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：カベルネ・フラン100％
入数：12
※2022年7月価格改定

赤 赤

入数変更 入数変更本ヴィンテージのみの生産

La Croisée des Chenins
ラ・クロワ・デ・シュナン17

2017年悪天候でサヴ二エールのフィデ
ス、アンジュ・ブランのリュティスを単独
で仕込めずブレンド。畑の全てを美しく凝
縮したよう、中でもこのラ・クロワ・デ・
シュナンは2017年限りの希少なワイン。

POSコード：4986616835457
8,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：ヴァン・ド・フランス
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：シュナン・ブラン100％
入数：12

原産地呼称：AOCアンジュ
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：シュナン・ブラン100％
入数：6
※2022年7月価格改定

白

Domaine François Chidaine
ドメーヌ　フランソワ・シデーヌ

Loire / Montlouis  モンルイ

Manuela &
     Franqois ChidaineManuela &
     Franqois Chidaine

「フランソワは首まで土の中に埋まっているよ。」とフランソワを知る造り手たちは彼をこう表現する。白亜の石灰岩を底
土に持つ畑の特徴を如何にワインに表現するかと土と格闘した結果、ビオディナミを実践するに至る。フランソワ・シデ
ーヌはモンルイとヴーヴレに畑とワイナリーを持つ。ワインは土地の持つ特徴を見事に表現している。果実味、美しい酸
味、ミネラル感のある味わいが見事にまとまり堂々としている。モンルイやヴーヴレの従来のイメージを覆す出来であ
る。2017年フランス格付け本で3ツ星獲得。モンルイだけでなく、全ロワールの白ワインを代表する造り手であり、多く
の生産者より敬慕され、また影響を与え続けている生産者。

価格
改定

Les Bois Blanc  Saumur Champigny
レ・ボア・ブラン 
ソーミュール・シャンピニー 15

ブラックチェリーに代表されるアロマ、樽熟成に
より味わいに調和と凝縮感。密度の高い味わい
だが細かなタンニンは口内を心地よくリフレッシ
ュしてくれる。従来のキュヴェ名称ル・プティ・ド
メーヌを畑名レ・ボワ・ブランに変更したもの。

POSコード：4986616836300
4,300円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOC：ソーミュール・シ
ャンピニー
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：カベルネ・フラン100％
入数：12

赤

Les Bonneveaux Saumur-Champigny 
レ・ボヌヴォ 
ソーミュール・シャンピニー18

最良の区画レ・ボヌヴォの葡萄で造るトッ
プワイン。濃厚で密度の高い味わいだが
タンニンは細かく滑らかで酸味と共に骨
格のように豊かな果実味を支えている。
小樽で18ヶ月間後タンクでも熟成。

POSコード：4986616834382

 

6,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCソーミュール・シャ
ンピニー
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：カベルネ・フラン100％
入数：12
※2022年7月価格改定

赤

価格
改定

Montlouis-sur-Loire Les Choisilles 
モンルイ・シュール・ロワール 
レ・ショワジール19

フランソワ・シデーヌのドライタイプの
モンルイを代表するレ・ショワジール
は、ミネラル感に富み、果実味と美しい
酸味が融合した透明感はシデーヌの
味わいを見事に表現している。

POSコード：4986616835488
6,800円（税抜）参考小売価格 :

POSコード：4986616835532
6,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCモンルイ・シュール・
ロワール
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：シュナン・ブラン100％
入数：12
※2022年7月価格改定

Montlouis-sur-Loire Les Tuffeaux （Demi-Sec） 
モンルイ・シュール・ロワール 
レ・チュフォ（ドミセック）18

リンゴや黄桃やアプリコット等思わせ
る美しい果実味、ミネラルと酸味のバ
ランスがとれた味わい。口当りは果実
の甘さを感じるもののフィニッシュはド
ライ。粘性が高く重量感も感じられる。

原産地呼称：AOCモンルイ・シュール・
ロワール
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：シュナン・ブラン100％
入数：12
※2022年7月価格改定

白 白

中辛口

価格
改定

価格
改定

価格
改定

価格
改定

在庫限り終売

Vincent &
    Tania C

areme�Vincent &
    Tania C

areme�

POSコード：4986616835518
6,600円（税抜）参考小売価格 :

Montlouis sur Loire Clos Habert
モンルイ・シュール・ロワール
クロ・アベール17

この3haの畑（Clos Habert）でビオデ
ィナミ農法で栽培されたシュナン・ブラ
ンを手摘み収穫、600ℓの木樽（ドゥミ・
ミュイ）を使い自生酵母で発酵させ6か
月間樽熟成。

原産地呼称：AOCモンルイ・シュール・
ロワール
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：シュナン・ブラン100％
入数：12
※2022年7月価格改定

白

POSコード：4986616835495
7,200円（税抜）参考小売価格 :

Baudoin
ボードアン19

ヴーヴレの最高の区画クロ・ボードアン。
原産地委員会はシデーヌがモンルイで
ボトリングを理由にAOCを認めず、そ
のためヴァン・ド・ターブル規格となる。

原産地呼称：ヴァン・ド・フランス
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：シュナン・ブラン100％
入数：12
※2022年7月価格改定

白

価格
改定

POSコード：4986616835525
7,200円（税抜）参考小売価格 :

Montlouis sur Loire Les Bournais
モンルイ・シュール・ロワール
レ・ボルネ17

Les Bournaisはモンルイの4haの畑。
ビオディナミ農法で栽培されたシュナン・
ブランを搾汁後、600ℓの木樽で自生酵
母で発酵。マロ発酵無しで11か月間樽
熟成を実施。

原産地呼称：AOCモンルイ・シュール・
ロワール
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：シュナン・ブラン100％
入数：12
※2022年7月価格改定

白

価格
改定

価格
改定

価格
改定

価格
改定

価格
改定

新商品



37 38※容量表記のないものは全て750mlとなります。

Château Siffle Merle　
シャトー シッフル・メルル

Bordeaux / Blaye-Côte de Bordeaux  ブライ・コート・ド・ボルドー

Cot   Family

シャトー シッフル・メルルはフランス・ボルドー地方、ジロンド河右岸のブライ・コート・ド・ボルドー（2009 年ヴィンテ
ージよりプルミエール・コート・ド・ブライから名称変更された）に1933年8ha の自社葡萄園を持つワイナリーとして
スタートした。創業者アンリ・リュック・フリムヴァルの義理の息子ジェイムズ・コーが1957年にこの葡萄園を引き継
いで以降、コー家の所有となる。現在はジェイムズの孫であるフランク・コーと妻のシルヴィがシャトーを運営している。
トレードマークに使われている鳥はメルルと呼ばれ、黒鶫（くろつぐみ）を意味する。環境保全型のブドウ栽培、ワイン造
りを実践し、テラ・ヴィテスとHVE（HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTAL）、2つの環境機関からの認定を受けてる。

Château Siffle Merle Blanc 
シャトー シッフル・メルル 
ブラン19 

月の運行を葡萄栽培に取り入れ、堆肥
を使ったリュット・レゾネで栽培。心地
良い酸味と果実味が見事にバランスし
ている。心地良い口当たりが印象的な
白ワイン。

POSコード：3760083580062
2,300円（税抜）参考小売価格 :

白

原産地呼称：AOCブライ・コート・ド・
ボルドー
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：ソーヴィニヨン・ブラン 
90％、 セミヨン10％
入数：12
※2022年7月価格改定

Château Siffle Merle Rouge 
シャトー シッフル・メルル 
ルージュ18

環境保全型のブドウ栽培、ワイン造り
を実践。メルローが豊かさと滑らかさ、
カベルネが骨格を作っている。濃い色
合、ベリー系の薫り高く、果実味と丸い
タンニンが良くバランスしている。

POSコード：3760083580024
2,300円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCブライ・コート・ド・
ボルドー
アルコール分：14.0%
ぶどう品種：メルロー90％、カベルネ・
ソーヴィニョン10％
入数：12
※2022年7月価格改定

赤
Château Près du Bois 
シャトー プレ・
デュ・ボア19

現当主フランク・コーの妻の実家が持つ
シャトー。メルロー種の好適地で栽培さ
れた葡萄。ベリー系の果実味に富み、タ
ンニンも柔らかく滑らかな味わいが魅力
的。ジルベール＆ガイヤール金賞受賞。  

POSコード：3760083582035
1,800円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCボルドー
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：メルロー100％
入数：12
※2022年7月価格改定

赤

Philippe Castéja

Philippe Larche

�nce �nce 

Vintex 
ヴィンテックス  

Bordeaux ボルドー

ヴィンテックス社は1982年、ボルドーに創業したネゴシアン。多くのシャトーと関係を持ち、グラン・ヴァンからIGPク
ラスまで数多くのワインを取り扱う。特にボルドーのプティ・シャトーに強く、厳選したコストパフォーマンスに優れた
ボルドーワインを提供している。

赤 赤
Château Roudier
シャトー ルーディエ14

滑らかでしなやかなだが充分なコクがあ
る味わい。メルロー主体の円やかな果
実味も感じさせる。渋味も果実味の中に
うまく溶け込みバランスがよい。長く、心
地よい余韻を楽しめる上質のボルドー。

POSコード：3760112150648
3,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCモンターニュ・サン
テミリオン
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：メルロー 65％、カベルネ・フラ
ン25％、カベルネ・ソーヴィニヨン10％
入数：12
※2022年7月価格改定

Château Haut-Bernat 
シャトー オー・ベルナ19

新樽50%で12ヶ月樽熟成。ミッシェ
ル・ロランのピュイスガン。濃さが思い
浮かぶが、実にバランスの取れた旨み
のあるボルドー右岸ワインに仕上がっ
ている。長く心地よい余韻を楽しめる。

POSコード：3770020003004
4,050円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCピュイスガン・サン
テミリオン
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：メルロー100％
入数：12

サンテミリオンのシャトー トロット・ヴィエイユやポイヤックのシャトー ランシュ・ムーサ、シャトー バタイィなどの
数多くの銘醸シャトーの所有者であり、大手ネゴシアンのオーナーでもあるフィリップ・カステージャ氏がセレクトし
た価値あるボルドーワイン。

Philippe Castéja Selection　
フィリップ・カステージャ セレクション

Bordeaux ボルドー

Château Pontac-Lynch 
シャトー ポンタック・ ランシュ 17

マルゴーの3つのシャトー（マルゴー、
ディッサン、パルメ）が作る三角形の真
ん中に位置する。メドックのクリュ・ブ
ルジョア・スペリュールの中でも最古
で、評価の高いワイン。

POSコード：3249990040949
8,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCマルゴー （クリュ・
ブルジョア級）
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：メルロー 40％、カベルネ・ソーヴィニヨ
ン30％、カベルネ・フラン25％、プティ・ヴェルド5％
入数：12
※2022年7月価格改定

Château Haut-Madrac
シャトー オー・マドラック 16

シャトー ランシュ・ムーサにてワイン
の醸造を行う。完熟したボルドーのカ
ベルネ・ソーヴィニヨンを味わうボルド
ー好きには格好の１本。

POSコード：4986616832197
 

4,200円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCオー・メドック （ク
リュ・ブルジョア級）
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：カベルネ・ソーヴィニヨン78％、
メルロー20％、カベルネ・フラン2％
入数：12
※2022年7月価格改定

Château Haut-Vignoble Seguin 
シャトー オー・ヴィニョーブル・
セガン15

シャトー　ボーシット（サン・テステフ　
クリュ・ブルジョア・エクセプショナル）
のセカンドワイン。タンニンも果実味に
溶け込み、酸味とのバランスが良く、滑
らかな味わいで熟成感を楽しめる。

POSコード：3249990037864
4,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCサン・テステフ
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：カベルネ・ソーヴィニヨン
70％、メルロー30％
入数：12
※2022年7月価格改定

赤 赤赤

�nce �nce 
Domaine Pascal et Nicolas Reverdy　
ドメーヌ　パスカル・エ・ニコラ・ルヴェルディ

Loire / Sancerre  サンセール

Domaine Pellé
ドメーヌ ペレ

Loire / Menetou-Salon  メヌトゥー・サロン

レ・メイユール・ヴァン・ド・フランスでサンセールの次世代を担う造り手と評価されているルヴェルディ家。マンブレ
イ村の周囲の斜面に現在14ha の畑を所有している。畑は40 以上の区画に細分化している。樹齢15 ～ 70 年。土壌はキ
ンメリジャン土壌の石灰粘土質、驚くほどの貝殻化石（ジュラ紀）が転がっている。農薬は必要な時のみ最低限に抑えて
いる。100％手摘み収穫を実施。ドメーヌは兄パスカルと弟ニコラが中心となって運営していたが、2007 年末に弟のニ
コラが事故で亡くなった後、パスカルとパスカルの妻ナタリーと故ニコラの妻ソフィーが力を合わせてドメーヌを引き
継いでいる。

Pascal et 
     Nicolas Reverdy

Sancerre Terre de Maimbray 
サンセール　
テール・ドゥ・マンブレイ20

サンセールの風土をそのまま表現した
ようなミネラル感に富み、果実味と心地
よい酸味が印象的。透き通ったような透
明感があるが芯があり、広がりがある味
わい。正に食事と合わせたいワイン。

POSコード：3760298320088
3,600円（税抜）参考小売価格 :

白

原産地呼称：AOCサンセール
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：ソーヴィニヨン・ブラン
100％
入数：12
※2022年7月価格改定

メヌトゥー・サロンは1954 年にAOC 認定を受けた比較的新しいアペラシオンで、中でも東側のモローグ村は標高が高
く畑の傾斜が強く表土の薄い石灰粘土質（キンメリジャン）の土壌。ドメーヌ ペレはモローグにあり、メヌトゥー・サロン、
サンセール、プイィ・フュメに合わせて42ha の畑を所有する。20世紀初頭にワイン造りを始め、3 代目のアンリ・ペレ
の時代に成長した。現在、アンリの孫にあたりブルゴーニュのドメーヌで修業したポール・アンリがこのドメーヌを引き
継ぎ、歴史あるドメーヌは新たな時代に入っていった。現在、メヌトゥー・サロンのトップ生産者と評価され、既にサンセ
ールのアルフォンス・メロやコタと同格の扱いを受ける。

Menetou-Salon Morogues Blanc 
メヌトゥー・サロン 
モローグ ブラン20

標高の高い7つの区画のアッサンブラ
ージュ。白い花や柑橘類の豊かでピュ
アな香り。繊細で透明感に溢れ、柑橘
類の香りの後にミネラルが口中を覆う。
ブレのない焦点が定まったワイン。

POSコード：3453560101002
3,300円（税抜）参考小売価格 :

白

原産地呼称：AOCメヌトゥー・サロン
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：ソーヴィニヨン・ブラン
100％
入数：12
※2022年7月価格改定

Menetou - Salon Morogues Blanc Vignes de Ratier
メヌトゥー・サロン モローグ ブラン 
ヴィーニュ・ドゥ・ラティエ18

単一畑。たっぷりとしたワインで胡椒
のニュアンスとともに白い花の香りが
感じられ、特徴的なミネラルの香りも。
日照豊かなこの区画に由来する豊かさ
があり、熟成とともに度合を増す。

POSコード：3453560109008
3,800円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCメヌトゥー・サロン
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：ソーヴィニヨン・ブラン
100％
入数：12

白

Paul��Henri Pelle

価格
改定

価格
改定

価格
改定

価格
改定

価格
改定

価格
改定

価格
改定

価格
改定

価格
改定
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Château Siffle Merle　
シャトー シッフル・メルル

Bordeaux / Blaye-Côte de Bordeaux  ブライ・コート・ド・ボルドー

Cot   Family

シャトー シッフル・メルルはフランス・ボルドー地方、ジロンド河右岸のブライ・コート・ド・ボルドー（2009 年ヴィンテ
ージよりプルミエール・コート・ド・ブライから名称変更された）に1933年8ha の自社葡萄園を持つワイナリーとして
スタートした。創業者アンリ・リュック・フリムヴァルの義理の息子ジェイムズ・コーが1957年にこの葡萄園を引き継
いで以降、コー家の所有となる。現在はジェイムズの孫であるフランク・コーと妻のシルヴィがシャトーを運営している。
トレードマークに使われている鳥はメルルと呼ばれ、黒鶫（くろつぐみ）を意味する。環境保全型のブドウ栽培、ワイン造
りを実践し、テラ・ヴィテスとHVE（HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTAL）、2つの環境機関からの認定を受けてる。

Château Siffle Merle Blanc 
シャトー シッフル・メルル 
ブラン19 

月の運行を葡萄栽培に取り入れ、堆肥
を使ったリュット・レゾネで栽培。心地
良い酸味と果実味が見事にバランスし
ている。心地良い口当たりが印象的な
白ワイン。

POSコード：3760083580062
2,300円（税抜）参考小売価格 :

白

原産地呼称：AOCブライ・コート・ド・
ボルドー
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：ソーヴィニヨン・ブラン 
90％、 セミヨン10％
入数：12
※2022年7月価格改定

Château Siffle Merle Rouge 
シャトー シッフル・メルル 
ルージュ18

環境保全型のブドウ栽培、ワイン造り
を実践。メルローが豊かさと滑らかさ、
カベルネが骨格を作っている。濃い色
合、ベリー系の薫り高く、果実味と丸い
タンニンが良くバランスしている。

POSコード：3760083580024
2,300円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCブライ・コート・ド・
ボルドー
アルコール分：14.0%
ぶどう品種：メルロー90％、カベルネ・
ソーヴィニョン10％
入数：12
※2022年7月価格改定

赤
Château Près du Bois 
シャトー プレ・
デュ・ボア19

現当主フランク・コーの妻の実家が持つ
シャトー。メルロー種の好適地で栽培さ
れた葡萄。ベリー系の果実味に富み、タ
ンニンも柔らかく滑らかな味わいが魅力
的。ジルベール＆ガイヤール金賞受賞。  

POSコード：3760083582035
1,800円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCボルドー
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：メルロー100％
入数：12
※2022年7月価格改定

赤

Philippe Castéja

Philippe Larche

�nce �nce 

Vintex 
ヴィンテックス  

Bordeaux ボルドー

ヴィンテックス社は1982年、ボルドーに創業したネゴシアン。多くのシャトーと関係を持ち、グラン・ヴァンからIGPク
ラスまで数多くのワインを取り扱う。特にボルドーのプティ・シャトーに強く、厳選したコストパフォーマンスに優れた
ボルドーワインを提供している。

赤 赤
Château Roudier
シャトー ルーディエ14

滑らかでしなやかなだが充分なコクがあ
る味わい。メルロー主体の円やかな果
実味も感じさせる。渋味も果実味の中に
うまく溶け込みバランスがよい。長く、心
地よい余韻を楽しめる上質のボルドー。

POSコード：3760112150648
3,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCモンターニュ・サン
テミリオン
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：メルロー 65％、カベルネ・フラ
ン25％、カベルネ・ソーヴィニヨン10％
入数：12
※2022年7月価格改定

Château Haut-Bernat 
シャトー オー・ベルナ19

新樽50%で12ヶ月樽熟成。ミッシェ
ル・ロランのピュイスガン。濃さが思い
浮かぶが、実にバランスの取れた旨み
のあるボルドー右岸ワインに仕上がっ
ている。長く心地よい余韻を楽しめる。

POSコード：3770020003004
4,050円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCピュイスガン・サン
テミリオン
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：メルロー100％
入数：12

サンテミリオンのシャトー トロット・ヴィエイユやポイヤックのシャトー ランシュ・ムーサ、シャトー バタイィなどの
数多くの銘醸シャトーの所有者であり、大手ネゴシアンのオーナーでもあるフィリップ・カステージャ氏がセレクトし
た価値あるボルドーワイン。

Philippe Castéja Selection　
フィリップ・カステージャ セレクション

Bordeaux ボルドー

Château Pontac-Lynch 
シャトー ポンタック・ ランシュ 17

マルゴーの3つのシャトー（マルゴー、
ディッサン、パルメ）が作る三角形の真
ん中に位置する。メドックのクリュ・ブ
ルジョア・スペリュールの中でも最古
で、評価の高いワイン。

POSコード：3249990040949
8,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCマルゴー （クリュ・
ブルジョア級）
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：メルロー 40％、カベルネ・ソーヴィニヨ
ン30％、カベルネ・フラン25％、プティ・ヴェルド5％
入数：12
※2022年7月価格改定

Château Haut-Madrac
シャトー オー・マドラック 16

シャトー ランシュ・ムーサにてワイン
の醸造を行う。完熟したボルドーのカ
ベルネ・ソーヴィニヨンを味わうボルド
ー好きには格好の１本。

POSコード：4986616832197
 

4,200円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCオー・メドック （ク
リュ・ブルジョア級）
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：カベルネ・ソーヴィニヨン78％、
メルロー20％、カベルネ・フラン2％
入数：12
※2022年7月価格改定

Château Haut-Vignoble Seguin 
シャトー オー・ヴィニョーブル・
セガン15

シャトー　ボーシット（サン・テステフ　
クリュ・ブルジョア・エクセプショナル）
のセカンドワイン。タンニンも果実味に
溶け込み、酸味とのバランスが良く、滑
らかな味わいで熟成感を楽しめる。

POSコード：3249990037864
4,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCサン・テステフ
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：カベルネ・ソーヴィニヨン
70％、メルロー30％
入数：12
※2022年7月価格改定

赤 赤赤

�nce �nce 
Domaine Pascal et Nicolas Reverdy　
ドメーヌ　パスカル・エ・ニコラ・ルヴェルディ

Loire / Sancerre  サンセール

Domaine Pellé
ドメーヌ ペレ

Loire / Menetou-Salon  メヌトゥー・サロン

レ・メイユール・ヴァン・ド・フランスでサンセールの次世代を担う造り手と評価されているルヴェルディ家。マンブレ
イ村の周囲の斜面に現在14ha の畑を所有している。畑は40 以上の区画に細分化している。樹齢15 ～ 70 年。土壌はキ
ンメリジャン土壌の石灰粘土質、驚くほどの貝殻化石（ジュラ紀）が転がっている。農薬は必要な時のみ最低限に抑えて
いる。100％手摘み収穫を実施。ドメーヌは兄パスカルと弟ニコラが中心となって運営していたが、2007 年末に弟のニ
コラが事故で亡くなった後、パスカルとパスカルの妻ナタリーと故ニコラの妻ソフィーが力を合わせてドメーヌを引き
継いでいる。

Pascal et 
     Nicolas Reverdy

Sancerre Terre de Maimbray 
サンセール　
テール・ドゥ・マンブレイ20

サンセールの風土をそのまま表現した
ようなミネラル感に富み、果実味と心地
よい酸味が印象的。透き通ったような透
明感があるが芯があり、広がりがある味
わい。正に食事と合わせたいワイン。

POSコード：3760298320088
3,600円（税抜）参考小売価格 :

白

原産地呼称：AOCサンセール
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：ソーヴィニヨン・ブラン
100％
入数：12
※2022年7月価格改定

メヌトゥー・サロンは1954 年にAOC 認定を受けた比較的新しいアペラシオンで、中でも東側のモローグ村は標高が高
く畑の傾斜が強く表土の薄い石灰粘土質（キンメリジャン）の土壌。ドメーヌ ペレはモローグにあり、メヌトゥー・サロン、
サンセール、プイィ・フュメに合わせて42ha の畑を所有する。20世紀初頭にワイン造りを始め、3 代目のアンリ・ペレ
の時代に成長した。現在、アンリの孫にあたりブルゴーニュのドメーヌで修業したポール・アンリがこのドメーヌを引き
継ぎ、歴史あるドメーヌは新たな時代に入っていった。現在、メヌトゥー・サロンのトップ生産者と評価され、既にサンセ
ールのアルフォンス・メロやコタと同格の扱いを受ける。

Menetou-Salon Morogues Blanc 
メヌトゥー・サロン 
モローグ ブラン20

標高の高い7つの区画のアッサンブラ
ージュ。白い花や柑橘類の豊かでピュ
アな香り。繊細で透明感に溢れ、柑橘
類の香りの後にミネラルが口中を覆う。
ブレのない焦点が定まったワイン。

POSコード：3453560101002
3,300円（税抜）参考小売価格 :

白

原産地呼称：AOCメヌトゥー・サロン
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：ソーヴィニヨン・ブラン
100％
入数：12
※2022年7月価格改定

Menetou - Salon Morogues Blanc Vignes de Ratier
メヌトゥー・サロン モローグ ブラン 
ヴィーニュ・ドゥ・ラティエ18

単一畑。たっぷりとしたワインで胡椒
のニュアンスとともに白い花の香りが
感じられ、特徴的なミネラルの香りも。
日照豊かなこの区画に由来する豊かさ
があり、熟成とともに度合を増す。

POSコード：3453560109008
3,800円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCメヌトゥー・サロン
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：ソーヴィニヨン・ブラン
100％
入数：12

白

Paul��Henri Pelle

価格
改定

価格
改定

価格
改定

価格
改定

価格
改定

価格
改定

価格
改定

価格
改定

価格
改定
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�nce �nce 

Carmelle Sauvignon (IGP Comté-Tolosan)
カルメル ソーヴィニヨン
 （IGPコンテ・トロザン）21

柑橘系の香りに混ざって熟したフルー
ツの香りが華やか。ボルドーのグラー
ブ産ソーヴィニヨンブランの味わいが
思い浮かぶ。果実味と心地よい酸味が
絶妙に絡み合っている。

POSコード：3272591040087
1,350円（税抜）参考小売価格 :

白

原産地呼称： IGP：コンテ・トロザン
アルコール分：11.5％
ぶどう品種：ソーヴィニヨン・ブラン
100％
入数：12
※2022年7月価格改定

Carmelle Malbec (IGP Comté-Tolosan)
カルメル マルベック
 （IGPコンテ・トロザン）19

赤ワインとしての構成がしっかり出来
ている。果実味だけではなく、タンニン
や酸味も高次元で上手くバランスして
いる。実に飲み応えのあるワイン。

POSコード：3242160101303
1,350円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： IGP：コンテ・トロザン
アルコール分：12.5%
ぶどう品種：マルベック100％
入数：12
※2022年7月価格改定

赤
Sans Culottes Gaillac Blanc 
サン・キュロット 
ガイヤック ブラン20

麦わらの中に僅かに緑を感じさせる色
合。熟した洋梨や白い花のような香り
で、口内に味わいが広がる。SO2無添
加から来る滑らかな口当たりと複雑な
味わいは、ワインの出自を物語る。

POSコード：3272591660100
1,600円（税抜）参考小売価格 :

白

原産地呼称：AOC：ガイヤック
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ソーヴィニヨン・ブラン
100％
入数：12

Sans Culottes Cahors Rouge
サン・キュロット カオール 
ルージュ18

鮮やかな赤色、赤い果実のコンポート
を思わせ、カシスやブルーベリーの香
りが印象的。滑らかな口当たりがＳＯ2
無添加醸造を物語っている。新鮮な果
実の味わいが活々としたワイン。

POSコード：3242160104670
1,600円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： AOC：カオール
アルコール分：13.0%
ぶどう品種：マルベック100％
入数：12

赤

Prince des Gravières Sauvignon (IGP Comté-Tolosan) 
プランス・デ・グラヴィエール ソーヴィニヨン
（IPGコンテ・トロザン）20

柑橘や南国のフルーツの香り華やかな
爽やかな酸味の心地良い辛口白ワイ
ンに仕上がっている。

POSコード：3252983279233
1,300円（税抜）参考小売価格 :

白

原産地呼称：VDP：ヴァン・ド・ペイ・
デュ・コンテ・トロザン
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：ソーヴィニヨン・ブラン
100％
入数：12
※2022年7月価格改定

Prince des Gravières Cabernet (IGP Comté-Tolosan) 
プランス・デ・グラヴィエール カベル
ネ（IPGコンテ・トロザン）20

カベルネの特性が見事に表現された
ワイン。骨格のある果実味とタンニン、
酸味が上手くバランスしたワインに仕
上がっている。

POSコード：3252984271236
1,300円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：VDP：ヴァン・ド・ペイ・
デュ・コンテ・トロザン
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：カベルネ・フラン60％、
カベルネ・ソーヴィニヨン40％
入数：12
※2022年7月価格改定

赤

Château La Poujade
シャトー ラ・ポジャッド18

黒味がかった深い赤色。完熟したカシ
ス等の黒い果実を思わせる濃厚な果
実味とバニラ香を感じる。濃縮感のあ
る味わいで骨格もしっかりしており、タ
ンニンも豊富だが、滑らかな口当たり。

POSコード：3242160463340
1,900円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOC：カオール
アルコール分：13.5%
ぶどう品種：マルベック85％、メルロ
ー15％
入数：12

赤

Vignoble Arbeau　
ヴィニョーブル アルボー

Sud-Ouest  南西地方

Anne & Geraud

      Arbeau

アルボー家は1878年創業され、ネゴシアンとしてシュド・ウエスト（南西）地方のワインの販売を開始。1920年代、ト
ゥールーズ近郊、現在のＡＯＣフロントン地区に50ｈａの葡萄園を持つシャトー・クゥティネルを所有して以降ワイン
の生産者としても知られている。2002年からジェラール・アルボーが当主となり、2005年にはジェラールの妹のアン・
アルボーがアルボー社の経営に参画した。現在、赤とロゼは80万リットル、白ワインは50万リットルを送り出している。

Vinovalie
ヴィノヴァリー

Sud-Ouest  南西地方

Jacques Tranier

フランス・南西地方の4つの協同組合が2006年に統合され誕生した、南西地方を代表するワイン生産者。カーヴ ド・フ
ロントン（フロントン）、カーヴ ド・テコ（ガイヤック）、レ・コートドルト（カオール）、ヴィニュロン ド・ラバスタン（ガ
イヤック）。組合員（葡萄生産者）は680人、葡萄畑の総面積1570ｈａ、年間生産量27万ｈℓ。元来、葡萄栽培に適した土
地、新たな栽培技術とワイン製造技術の導入によって高品質でコストパフォーマンスに優れたワインを送り出している。

�nce �nce 

Haute Lige Blanc
オート・リージュ ブラン20

明るく薄黄色の透き通った色味。白い花
の香りにピーチ、リンゴ、梨、アプリコット
の香りが凝縮されている。バニラやパイ
ナップルのニュアンスも感じられる。非常
にフルーティーでジューシーな味わい。

POSコード：3700619331317
1,500円（税抜）参考小売価格 :

白

原産地呼称：IGP：ペイ・ドック
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：シャルドネ100%
入数：12
※2022年7月価格改定

原産地呼称：ヴァン・ド・フランス
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：ヴィオニエ60%､グルナ
ッシュ・ブラン25%､ルーサンヌ15%
入数：6

原産地呼称：AOC：コルビエール
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：カリニャン40％､グルナ
ッシュ・ノワール30％､シラー30％
入数：6

Haute Lige Rouge
オート・リージュ 
ルージュ20

南仏の日差し、葡萄の病害を阻む乾い
た風、健全な環境で伸び伸びと育った
カベルネ・ソーヴィニヨンとメルローを
実感させるワイン。充実したコクを感じ
させる正にバリューなワイン。

POSコード：3700619310695
1,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：IGP：ペイ・ドック
アルコール分：13.5%
ぶどう品種：カベルネ・ソーヴィニヨン
50％､メルロー50％
入数：12
※2022年7月価格改定

赤

LGI-WINES
エル・ジー・アイ-ワインズ

Languedocラングドック

Frederic G
arrabou

LGIワインは1999年、南フランス産ワインのスペシャリストのアラン・グリノンによって、ラングドックを代表する歴
史遺産カルカッソンヌ近郊に設立された。現在はラングドックとガスコーニュのワイン生産者協同組合や葡萄栽培者と
の深い関係を元に良質な原酒を用い、日常消費のワインから最高級レベルのワインまであらゆる種類のワインを高いレ
ベルで供給できる有力なネゴシアンとして知られる。

Cochon Volant Blanc
コション・ヴォラン ブラン
20

クリーンで雑味が無く、果実味に酸味が
溶け込んで見事な味わいのバランスを保
っている。豊かな果実味を感じさせるがフ
ィニッシュはドライ、このワインが食事と
楽しむワインであることを主張している。

POSコード：3356209210021
2,000円（税抜）参考小売価格 :

白
Cochon Volant Rouge
コション・ヴォラン ルージュ
20

充分な果実味を持ち甘いタンニンと共
に心地よい酸味がワインに立体感を与
えている。濃厚なだけのワインではな
く伝統産地の味わいを現代的な解釈
で継承している。

POSコード：3356209110024
2,000円（税抜）参考小売価格 :

赤

Château de Caraguilhes
シャトー・ド・キャラギーユ

Languedocラングドック

Pierre GabisonPierre Gabison
&Etienne Bebsoncenot
&Etienne Bebsoncenot

コション・ヴォランを造る、シャトー　ド・キャラギーユはラングドック・コルビエールの標高100ｍ～ 150ｍの地に
500haに及ぶ自然林に守られた135haの畑を所有。12世紀から続く伝統のあるワナリーは1958年リオネル・フェー
ヴルに引き継がれ、1983年からビオによる葡萄栽培に転換し1992年にはエコセールを取得した。現在、コルビエール
地域で最も規模の大きなビオワインの生産者として知られるワイナリーに成長。リオネルの努力は2008年にピエール・
ガビゾンに引き継がれ、リオネルが目指した自然なワイン造りは堅持された。

Blanquette de Limoux Elégance
ブランケット・ド・リムー 
エレガンスNV

クリーンで雑味が無く、果実味に酸味
が溶け込んで見事な味わいのバラン
スを保っている。豊かな果実味を感じ
させるがフィニッシュはドライ、このワ
インが食事と楽しむワインであること

POSコード：3062670256658
2,100円（税抜）参考小売価格 :

白

原産地呼称：AOC：ブランケット・ド・
リムー
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：ヴィオニエ60%､グルナ
ッシュ・ブラン25%､ルーサンヌ15%
入数：12

Jean Babou
ジャン・バブー

Languedocラングドック

Pierre-Louis Farges

ジャン・バブーは南仏ラングドック・リムー地区のスパークリングワイン生産者。現在はエメリー　シウール・ダルクグ
ループの傘下ではあるが、ワイン造りは別で独自の個性を保っている。ジャン・バブーはリムー地区の主に石灰粘土質の
葡萄園（30ha）でリュット・レゾネ（減農薬栽培）で栽培されたモーザック種（少量のシャルドネとシュナン）は手摘みで
収穫し、圧搾。同社では初絞りと2番絞りまでをスパークリングワインに使用し、残りは蒸留酒用に回す。細かな泡立ち、
気持ちを引き立ててくれる生き生きとしたフレッシュな味わいは伝統の産地の味わいを今に伝える。

Domaine Cosse et Maisonneuve　
ドメーヌ コス・エ・メゾヌーヴ        

Sud-Ouest  南西地方

Catherine
     Maisonneuve

カトリーヌ・メゾヌーヴとマチュー・コスにより1999 年、カオールに設立さ
れ、カオールを東西に蛇行するロット川の北岸に位置するプレサック近郊に
20ha の葡萄畑を所有する。この地の素晴らしさを表現するためビオディナミ
農法で葡萄を栽培し、「黒いワイン」と呼ばれ濃厚な味わいでカオールのイメ
ージを変える、評価は既に高く、フランスを代表する3ッ星レストランやスペ
インのエル・ブリでも使用されていた。

Le Combal 
ル・コンバル 16

濃厚な色合いで、さまざまなベリー系
の黒い果実を思わせる華やかな香りが
広がり、滑らかで心地良い舌触り。力
強さと柔らかさを併せ持ち、旨みの詰
まったワイン。

POSコード：4986616832494
2,750円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCカオール
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：マルベック100％
入数：12

赤

価格
改定

価格
改定

価格
改定

価格
改定

価格
改定

価格
改定

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

スクリュー
キャップ



39 ※容量表記のないものは全て750mlとなります。40

�nce �nce 

Carmelle Sauvignon (IGP Comté-Tolosan)
カルメル ソーヴィニヨン
 （IGPコンテ・トロザン）21

柑橘系の香りに混ざって熟したフルー
ツの香りが華やか。ボルドーのグラー
ブ産ソーヴィニヨンブランの味わいが
思い浮かぶ。果実味と心地よい酸味が
絶妙に絡み合っている。

POSコード：3272591040087
1,350円（税抜）参考小売価格 :

白

原産地呼称： IGP：コンテ・トロザン
アルコール分：11.5％
ぶどう品種：ソーヴィニヨン・ブラン
100％
入数：12
※2022年7月価格改定

Carmelle Malbec (IGP Comté-Tolosan)
カルメル マルベック
 （IGPコンテ・トロザン）19

赤ワインとしての構成がしっかり出来
ている。果実味だけではなく、タンニン
や酸味も高次元で上手くバランスして
いる。実に飲み応えのあるワイン。

POSコード：3242160101303
1,350円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： IGP：コンテ・トロザン
アルコール分：12.5%
ぶどう品種：マルベック100％
入数：12
※2022年7月価格改定

赤
Sans Culottes Gaillac Blanc 
サン・キュロット 
ガイヤック ブラン20

麦わらの中に僅かに緑を感じさせる色
合。熟した洋梨や白い花のような香り
で、口内に味わいが広がる。SO2無添
加から来る滑らかな口当たりと複雑な
味わいは、ワインの出自を物語る。

POSコード：3272591660100
1,600円（税抜）参考小売価格 :

白

原産地呼称：AOC：ガイヤック
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ソーヴィニヨン・ブラン
100％
入数：12

Sans Culottes Cahors Rouge
サン・キュロット カオール 
ルージュ18

鮮やかな赤色、赤い果実のコンポート
を思わせ、カシスやブルーベリーの香
りが印象的。滑らかな口当たりがＳＯ2
無添加醸造を物語っている。新鮮な果
実の味わいが活々としたワイン。

POSコード：3242160104670
1,600円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： AOC：カオール
アルコール分：13.0%
ぶどう品種：マルベック100％
入数：12

赤

Prince des Gravières Sauvignon (IGP Comté-Tolosan) 
プランス・デ・グラヴィエール ソーヴィニヨン
（IPGコンテ・トロザン）20

柑橘や南国のフルーツの香り華やかな
爽やかな酸味の心地良い辛口白ワイ
ンに仕上がっている。

POSコード：3252983279233
1,300円（税抜）参考小売価格 :

白

原産地呼称：VDP：ヴァン・ド・ペイ・
デュ・コンテ・トロザン
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：ソーヴィニヨン・ブラン
100％
入数：12
※2022年7月価格改定

Prince des Gravières Cabernet (IGP Comté-Tolosan) 
プランス・デ・グラヴィエール カベル
ネ（IPGコンテ・トロザン）20

カベルネの特性が見事に表現された
ワイン。骨格のある果実味とタンニン、
酸味が上手くバランスしたワインに仕
上がっている。

POSコード：3252984271236
1,300円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：VDP：ヴァン・ド・ペイ・
デュ・コンテ・トロザン
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：カベルネ・フラン60％、
カベルネ・ソーヴィニヨン40％
入数：12
※2022年7月価格改定

赤

Château La Poujade
シャトー ラ・ポジャッド18

黒味がかった深い赤色。完熟したカシ
ス等の黒い果実を思わせる濃厚な果
実味とバニラ香を感じる。濃縮感のあ
る味わいで骨格もしっかりしており、タ
ンニンも豊富だが、滑らかな口当たり。

POSコード：3242160463340
1,900円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOC：カオール
アルコール分：13.5%
ぶどう品種：マルベック85％、メルロ
ー15％
入数：12

赤

Vignoble Arbeau　
ヴィニョーブル アルボー

Sud-Ouest  南西地方

Anne & Geraud

      Arbeau

アルボー家は1878年創業され、ネゴシアンとしてシュド・ウエスト（南西）地方のワインの販売を開始。1920年代、ト
ゥールーズ近郊、現在のＡＯＣフロントン地区に50ｈａの葡萄園を持つシャトー・クゥティネルを所有して以降ワイン
の生産者としても知られている。2002年からジェラール・アルボーが当主となり、2005年にはジェラールの妹のアン・
アルボーがアルボー社の経営に参画した。現在、赤とロゼは80万リットル、白ワインは50万リットルを送り出している。

Vinovalie
ヴィノヴァリー

Sud-Ouest  南西地方

Jacques Tranier

フランス・南西地方の4つの協同組合が2006年に統合され誕生した、南西地方を代表するワイン生産者。カーヴ ド・フ
ロントン（フロントン）、カーヴ ド・テコ（ガイヤック）、レ・コートドルト（カオール）、ヴィニュロン ド・ラバスタン（ガ
イヤック）。組合員（葡萄生産者）は680人、葡萄畑の総面積1570ｈａ、年間生産量27万ｈℓ。元来、葡萄栽培に適した土
地、新たな栽培技術とワイン製造技術の導入によって高品質でコストパフォーマンスに優れたワインを送り出している。

�nce �nce 

Haute Lige Blanc
オート・リージュ ブラン20

明るく薄黄色の透き通った色味。白い花
の香りにピーチ、リンゴ、梨、アプリコット
の香りが凝縮されている。バニラやパイ
ナップルのニュアンスも感じられる。非常
にフルーティーでジューシーな味わい。

POSコード：3700619331317
1,500円（税抜）参考小売価格 :

白

原産地呼称：IGP：ペイ・ドック
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：シャルドネ100%
入数：12
※2022年7月価格改定

原産地呼称：ヴァン・ド・フランス
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：ヴィオニエ60%､グルナ
ッシュ・ブラン25%､ルーサンヌ15%
入数：6

原産地呼称：AOC：コルビエール
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：カリニャン40％､グルナ
ッシュ・ノワール30％､シラー30％
入数：6

Haute Lige Rouge
オート・リージュ 
ルージュ20

南仏の日差し、葡萄の病害を阻む乾い
た風、健全な環境で伸び伸びと育った
カベルネ・ソーヴィニヨンとメルローを
実感させるワイン。充実したコクを感じ
させる正にバリューなワイン。

POSコード：3700619310695
1,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：IGP：ペイ・ドック
アルコール分：13.5%
ぶどう品種：カベルネ・ソーヴィニヨン
50％､メルロー50％
入数：12
※2022年7月価格改定

赤

LGI-WINES
エル・ジー・アイ-ワインズ

Languedocラングドック

Frederic G
arrabou

LGIワインは1999年、南フランス産ワインのスペシャリストのアラン・グリノンによって、ラングドックを代表する歴
史遺産カルカッソンヌ近郊に設立された。現在はラングドックとガスコーニュのワイン生産者協同組合や葡萄栽培者と
の深い関係を元に良質な原酒を用い、日常消費のワインから最高級レベルのワインまであらゆる種類のワインを高いレ
ベルで供給できる有力なネゴシアンとして知られる。

Cochon Volant Blanc
コション・ヴォラン ブラン
20

クリーンで雑味が無く、果実味に酸味が
溶け込んで見事な味わいのバランスを保
っている。豊かな果実味を感じさせるがフ
ィニッシュはドライ、このワインが食事と
楽しむワインであることを主張している。

POSコード：3356209210021
2,000円（税抜）参考小売価格 :

白
Cochon Volant Rouge
コション・ヴォラン ルージュ
20

充分な果実味を持ち甘いタンニンと共
に心地よい酸味がワインに立体感を与
えている。濃厚なだけのワインではな
く伝統産地の味わいを現代的な解釈
で継承している。

POSコード：3356209110024
2,000円（税抜）参考小売価格 :

赤

Château de Caraguilhes
シャトー・ド・キャラギーユ

Languedocラングドック

Pierre GabisonPierre Gabison
&Etienne Bebsoncenot
&Etienne Bebsoncenot

コション・ヴォランを造る、シャトー　ド・キャラギーユはラングドック・コルビエールの標高100ｍ～ 150ｍの地に
500haに及ぶ自然林に守られた135haの畑を所有。12世紀から続く伝統のあるワナリーは1958年リオネル・フェー
ヴルに引き継がれ、1983年からビオによる葡萄栽培に転換し1992年にはエコセールを取得した。現在、コルビエール
地域で最も規模の大きなビオワインの生産者として知られるワイナリーに成長。リオネルの努力は2008年にピエール・
ガビゾンに引き継がれ、リオネルが目指した自然なワイン造りは堅持された。

Blanquette de Limoux Elégance
ブランケット・ド・リムー 
エレガンスNV

クリーンで雑味が無く、果実味に酸味
が溶け込んで見事な味わいのバラン
スを保っている。豊かな果実味を感じ
させるがフィニッシュはドライ、このワ
インが食事と楽しむワインであること

POSコード：3062670256658
2,100円（税抜）参考小売価格 :

白

原産地呼称：AOC：ブランケット・ド・
リムー
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：ヴィオニエ60%､グルナ
ッシュ・ブラン25%､ルーサンヌ15%
入数：12

Jean Babou
ジャン・バブー

Languedocラングドック

Pierre-Louis Farges

ジャン・バブーは南仏ラングドック・リムー地区のスパークリングワイン生産者。現在はエメリー　シウール・ダルクグ
ループの傘下ではあるが、ワイン造りは別で独自の個性を保っている。ジャン・バブーはリムー地区の主に石灰粘土質の
葡萄園（30ha）でリュット・レゾネ（減農薬栽培）で栽培されたモーザック種（少量のシャルドネとシュナン）は手摘みで
収穫し、圧搾。同社では初絞りと2番絞りまでをスパークリングワインに使用し、残りは蒸留酒用に回す。細かな泡立ち、
気持ちを引き立ててくれる生き生きとしたフレッシュな味わいは伝統の産地の味わいを今に伝える。

Domaine Cosse et Maisonneuve　
ドメーヌ コス・エ・メゾヌーヴ        

Sud-Ouest  南西地方

Catherine
     Maisonneuve

カトリーヌ・メゾヌーヴとマチュー・コスにより1999 年、カオールに設立さ
れ、カオールを東西に蛇行するロット川の北岸に位置するプレサック近郊に
20ha の葡萄畑を所有する。この地の素晴らしさを表現するためビオディナミ
農法で葡萄を栽培し、「黒いワイン」と呼ばれ濃厚な味わいでカオールのイメ
ージを変える、評価は既に高く、フランスを代表する3ッ星レストランやスペ
インのエル・ブリでも使用されていた。

Le Combal 
ル・コンバル 16

濃厚な色合いで、さまざまなベリー系
の黒い果実を思わせる華やかな香りが
広がり、滑らかで心地良い舌触り。力
強さと柔らかさを併せ持ち、旨みの詰
まったワイン。

POSコード：4986616832494
2,750円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：AOCカオール
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：マルベック100％
入数：12

赤

価格
改定

価格
改定

価格
改定

価格
改定

価格
改定

価格
改定

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

スクリュー
キャップ
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Private Bin Riesling
プライベートビン 
リースリング21

爽やかなライム、レモン、マンダリンなど
の柑橘類と白い花を思わせるフローラ
ルな香り。フレーバーがピークとなる夜
間に収穫し低温発酵により、デリケート
でアロマティックな風味を引き出す。

POSコード：9414416216015
2,000円（税抜）参考小売価格 :

白 白 白

原産地：マルボロウ
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：リースリング100％
入数：6

Private Bin Sauvignon Blanc 
プライベートビン 
ソーヴィニヨン・ブラン21

グースベリーやパッションフルーツ、フ
レッシュシトラス、メロン、ハーブ系の
アロマが活き活きとした、ニュージーラ
ンドのソーヴィニヨン･ブランらしさが
溢れるワイン。

POSコード：9414416305528
2,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地：マルボロウ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ソーヴィニヨン・ブラン
100％
入数：6

Private Bin Chardonnay 
プライベートビン 
シャルドネ21

産地間のブレンドにより、地域の特徴
であるリッチな味わい、ボディ、果実味、
骨格とエレガントさをワインにもたらし
ている。熟した桃や洋ナシ、シトラスの
花のような香り、果実味豊かな味わい。

POSコード：9414416501876
2,000円（税抜）参考小売価格 :

白

原産地：イーストコースト
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：シャルドネ100%
入数：6

Private Bin Pinot Gris
プライベートビン 
ピノ・グリ21

洋ナシ、りんご、ハニーサックルのアロマ
に加え、スパイスの香りも。柔らかく厚み
のある味わい。絶妙なバランスの残糖。
異なる地域のブレンドにより香りや味わ
いに複雑さと凝縮感を生んでいる。

POSコード：9414416508356
2,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地： イーストコースト
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：ピノ・グリ100％
入数：6

Private Bin Merlot/Malbec/Cabernet Sauvignon 
プライベートビン メルロー/マルベック/
カベルネ・ソーヴィニヨン20

完熟したブラックベリーとラズベリー
を思わせる香り。ジューシーなレッドチ
ェリーやシダー、根底にはタバコの味
わいが詰まっている。柔らかなタンニ
ン、長い余韻。

POSコード：9414416106095
2,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地：ホークスベイ 
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：メルロー、マルベック、カベ
ルネ・ソーヴィニヨン、その他
入数：6

白
Reserve Chardonnay 
リザーブ 
シャルドネ19

シトラスやスモーキーなアロマを感じる
複雑さを持ったシャルドネ。味わいには
ミネラルの層やしっかりしたレモン、きめ
細かいフレンチオークと伸びのあるすっ
きりした酸味。

POSコード：9414416309168
4,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地： マルボロウ
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：シャルドネ100%
入数：6

白
Reserve Sauvignon Blanc
リザーブ 
ソーヴィニヨン・ブラン21

パッションフルーツやグレープフルー
ツを感じるはっきりしたアロマ。完熟の
グースベリーとトロピカルなフレーバ
ーが酸と相まって凝縮した味わいに。

POSコード：9414416001468
4,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地： マルボロウ（ワイラウヴァレ
ー）
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：ソーヴィニヨン・ブラン
100％
入数：6

※容量表記のないものは全て750mlとなります。

Villa Maria
ヴィラマリア
1961 年、ジョージ・フィストニッチによりオークランドに設立。ニュージーランドのプレミアムワインをリードするワ
イナリーとしてめざましい発展を遂げた。世界中のワインコンクールでニュージーランドワイナリー最多の受賞歴を誇
り、その記録は35 年以上に渡る。これは品質に対する徹底したこだわりの結果に他ならない。ヴィラマリアのワインは
現在60ヶ国以上に輸出され、国内外の様々な公式行事やイベントでもニュージーランドを代表するブランドとして供
されている。英国の権威ある飲料専門誌ドリンクス・インターナショナルによる「世界で最も称賛されるワインブランド」
では2015年より6年連続トップ10に入っている。写真はシニアワインメーカーのディヴ・ローパー。

Hawkes Bay, Marlborough ホークス・ベイ、マルボロウ

赤
Private Bin Syrah
プライベートビン 
シラー19

ベリー、すみれ、こしょうなどの深く複
雑な香り。プラム、スパイス、ハーブが
感じられ、シルクのように滑らかなタン
ニンがアクセントとなっている。

POSコード：9414416304996
3,100円（税抜）参考小売価格 :

原産地：ホークスベイ 
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：シラーズ95％ グルナッ
シュ5％
入数：6

赤

Reserve Cabernet Sauvignon & Merlot 
リザーブ カベルネ・
ソーヴィニヨン＆メルロー19

魅力的なプラムとカシスの香りが、コー
ヒー豆とドライタイム、シダーやスパイ
スのニュアンスと混ざり合う。口当たり
はソフトだが凝縮されている。フレンチ
オーク樽（新樽30％）で18ヶ月熟成。

POSコード：9414416109010
4,700円（税抜）参考小売価格 :

原産地： ホークスベイ
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：カベルネ・ソーヴィニヨン
65％、メルロー35％
入数：6

赤

Private Bin Pinot Noir
プライベートビン 
ピノ・ノワール20

熟したチェリーとベリー系フルーツの香
り。口当たりはピノノワールらしいチャーミ
ングな果実味にあふれ、ほのかに感じられ
るハーブとスパイス、繊細なタンニンが味
わいに複雑さと骨格を与えている。

POSコード：9414416508158
3,100円（税抜）参考小売価格 :

原産地：マルボロウ 
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：ピノ・ノワール100％
入数：6

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

Private Bin Rosé 
プライベートビン ロゼ20

可愛らしいサーモンピンク。苺や赤い果
実、スパイスを伴った花の香り。豊かな口
当たりで後味は辛口。特にスモークサー
モンや魚介と好相性。少し冷やして屋外
で楽しむのにぴったり。

POSコード：9414416219108
2,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地： ホークスベイ
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：メルロー 主体
入数：6

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

Reserve Pinot Noir 
リザーブ 
ピノ・ノワール 20

ダークチェリーやレッドチェリーとクロー
ブの特徴がある香り。シルキーな口あた
りで、長い余韻が楽しめる。クラシックな
マルボロウのピノノワール。フレンチオー
ク樽（新樽26％）で12～16ヶ月熟成。

POSコード：9414416921001
6,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地： マルボロウ
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：ピノ・ノワール100％
入数：6

赤
NGAKIRIKIRI Cabernet Sauvignon
ンガキリキリ カベルネ・
ソーヴィニヨン13

マオリ語で「砂利」を意味し、ヴィラマリ
アの頂点に位置するワイン。カシスやプ
ラムの濃縮した香りと果実味、きめ細か
いタンニン。フレンチオーク樽で18ヶ月
（新樽率52％）熟成。

POSコード：9414416104879
16,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地： ホークスベイ（ギムレットグラベル）
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：カベルネ・ソーヴィニヨン
97％、メルロー3％
入数：6

赤
スクリュー
キャップ

ロゼ

新商品

新ラベル

スクリュー
キャップ

新ラベル

新ボトル 新ラベル

新ラベル

Earth Garden Merlot & Cabernet Sauvignon
アースガーデン メルロー＆カベルネ・
ソーヴィニヨン20

黒い果実やココアの香りに樽からの甘いヴ
ァニラやスパイスの香りが折り重なる。柔ら
かな口当たりの熟した果実味が感じられる
フルボディの味わいで、タンニンもシルキ
ー。BioGro(NZの有機認定機関）認定

POSコード：9414416106323
3,700円（税抜）参考小売価格 :

原産地：ホークスベイ 
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：メルロー 55％、カベルネ・
ソーヴィニヨン45％
入数：6

赤
Earth Garden Pinot Noir 
アースガーデン 
ピノ・ノワール20

黒い果実と繊細な花の香り。バランスの良い
酸味と凝縮感のある味わいで細やかなタンニ
ンと樽からのトーストのニュアンスが複雑味を
与えており、後味は土のようなテクスチャーが
ある。BioGro(NZの有機認定機関）認定

POSコード：9414416106316
4,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地：マルボロウ
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：ピノ・ノワール100％
入数：6

赤

スクリュー
キャップ

新ラベル

スクリュー
キャップ

スクリュー
キャップ

新ラベル

新ラベル

スクリュー
キャップ

新ラベル

スクリュー
キャップ

新ラベル

Earth Garden Sauvignon Blanc
アースガーデン 
ソーヴィニヨン・ブラン21

ライムやグレープフルーツなど柑橘のアロマ
が広がる。口に含むと、フレッシュなレモング
ラスやパッションフルーツの風味が、グレープ
フルーツのゼスト（皮）のような酸味と調和し
ている。BioGro(NZの有機認定機関）認定

POSコード：9414416106293
3,100円（税抜）参考小売価格 :

白

原産地：マルボロウ
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：ソーヴィニヨン・ブラン
100％
入数：6

Gutsriesling Trocken
グーツリースリング 
トロッケン18

豊かな香りとバランスのとれた糖度と
酸味のハーモニーが豊かな味わいをも
たらします。高品質でありながら毎日気
軽に楽しめるベーシックワインです。

POSコード：4986616832524
2,300円（税抜）参考小売価格 :

白

原産地呼称：QbAラインガウ
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：リースリング100％
入数：12

Rheingau Koshu Mittelheimer Edelman 
ラインガウ甲州 
ミッテルハイマー・エーデルマン19

甲州の独特な香りに満ちた清らかな果
実の味わい。マイルドなミネラルと穏や
かな酸味の余韻。

POSコード：4986616832548
4,500円（税抜）参考小売価格 :

白

原産地呼称：QbAラインガウ
アルコール分：11.5％
ぶどう品種：甲州 100％
入数：12
※2019年ヴィンテージより価格改定

Schönleber-Blümlein　
ショーンレーバー-ブリュームライン   
ショーンレーバー -ブリュームライン家は1746年創業のショーンレーバー家のワイン造り12代目のカールと1792年
創業のブリュームライン家のゲルダが1976年に結婚し、シュロス・ヨハネスベルガーに近いヴィンケルの地に新しい醸
造場を建設したことに始まる。現当主フランク・ショーンレーバーは1993年にガイゼンハイム大学醸造学部を卒業後、
ヘッセン州立ワイン醸造所を皮切りにカリフォルニアやスペインでワイン造りを学び、1995年、「全身全霊を込める醸
造家」として知られた父カールの元で修行を開始、2003年同家の13代目当主に就任した。

Frank Schönleber Dave Roper 

Rheingau ラインガウ

ルイス・ガントラム社はラインヘッセン中の最良の地域とされるライン川沿いのラインテラスを始め、65ha の自社葡萄
園を持つワイナリー。ガントラム家の歴史は1648 年にニーアシュタインとオッペンハイムの中間点にあるウォルスタ
ッドで葡萄栽培を開始した時に始まり今日に至る。ワインの生産は1824 年から始まり、現在のワイナリーを1923 年
に建設したのは8 代目のルイス・ジャン・ガントラムである。今、ガントラム社は11 代目のルイス・コンスタンチン・ガ
ントラムが引き継いでいる。ガントラムはワイン造りにおいて「時」は機械に勝り、「自然」はテクノロジーや科学技術に
勝るとし、葡萄はその土地とヴィンテージを完璧に表現するものでなければならないと考える。

Riesling Blue Bottle
リースリング 
ブルーボトル20

清らかな果実味は新鮮な葡萄をかじっ
た時の様。アルコール分を抑えた軽や
かな「ライトワイン」は今や欧米のトレ
ンド。

POSコード：4986616833361
1,500円（税抜）参考小売価格 :

白

白

原産地呼称：ラントヴァイン
アルコール分：9.5％
ぶどう品種：リースリング100％
入数：12

Dry Riesling
ドライ リースリング20

白桃やアプリコット、ジューシーな洋ナ
シの繊細な香り。クラシックなリースリ
ングのエレガントさが表現されている。

POSコード：4008514277112
2,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：QbAラインヘッセン
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：リースリング100％
入数：12

Riesling Royal Blue Bottle 
リースリング ロイヤル
ブルーボトル20

果実味と酸味のバランスが心地良く、
ほんのりと甘さを感じさせる。ラインヘ
ッセン産のリースリングの味わいを表
現している。和食とも好相性。

POSコード：4008514716000
1,800円（税抜）参考小売価格 :

白

原産地呼称：ラントヴァイン
アルコール分：9.5％
ぶどう品種：リースリング100％
入数：12

Dornfelder Trocken 
ドルンフェルダー 
トロッケン20

色鮮やかな赤紫色が美しく、濃縮感の
ある味わいながら、豊かな果実味がタ
ンニンを包み込み、口当たりも大変滑
らか。

POSコード：4008514716215
1,800円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： QbAラインヘッセン
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ドルンフェルダー100％
入数：12

Louis Guntrum
ルイス・ガントラム

Konstantin G
untrum

     Rheinhessen ラインヘッセン

G��G��y

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

スクリュー
キャップ

価格
改定

新ラベル

New Zea�ndNew Zea�nd

新商品

スクリュー
キャップ

新商品

スクリュー
キャップ

新商品

スクリュー
キャップ
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Private Bin Riesling
プライベートビン 
リースリング21

爽やかなライム、レモン、マンダリンなど
の柑橘類と白い花を思わせるフローラ
ルな香り。フレーバーがピークとなる夜
間に収穫し低温発酵により、デリケート
でアロマティックな風味を引き出す。

POSコード：9414416216015
2,000円（税抜）参考小売価格 :

白 白 白

原産地：マルボロウ
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：リースリング100％
入数：6

Private Bin Sauvignon Blanc 
プライベートビン 
ソーヴィニヨン・ブラン21

グースベリーやパッションフルーツ、フ
レッシュシトラス、メロン、ハーブ系の
アロマが活き活きとした、ニュージーラ
ンドのソーヴィニヨン･ブランらしさが
溢れるワイン。

POSコード：9414416305528
2,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地：マルボロウ
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ソーヴィニヨン・ブラン
100％
入数：6

Private Bin Chardonnay 
プライベートビン 
シャルドネ21

産地間のブレンドにより、地域の特徴
であるリッチな味わい、ボディ、果実味、
骨格とエレガントさをワインにもたらし
ている。熟した桃や洋ナシ、シトラスの
花のような香り、果実味豊かな味わい。

POSコード：9414416501876
2,000円（税抜）参考小売価格 :

白

原産地：イーストコースト
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：シャルドネ100%
入数：6

Private Bin Pinot Gris
プライベートビン 
ピノ・グリ21

洋ナシ、りんご、ハニーサックルのアロマ
に加え、スパイスの香りも。柔らかく厚み
のある味わい。絶妙なバランスの残糖。
異なる地域のブレンドにより香りや味わ
いに複雑さと凝縮感を生んでいる。

POSコード：9414416508356
2,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地： イーストコースト
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：ピノ・グリ100％
入数：6

Private Bin Merlot/Malbec/Cabernet Sauvignon 
プライベートビン メルロー/マルベック/
カベルネ・ソーヴィニヨン20

完熟したブラックベリーとラズベリー
を思わせる香り。ジューシーなレッドチ
ェリーやシダー、根底にはタバコの味
わいが詰まっている。柔らかなタンニ
ン、長い余韻。

POSコード：9414416106095
2,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地：ホークスベイ 
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：メルロー、マルベック、カベ
ルネ・ソーヴィニヨン、その他
入数：6

白
Reserve Chardonnay 
リザーブ 
シャルドネ19

シトラスやスモーキーなアロマを感じる
複雑さを持ったシャルドネ。味わいには
ミネラルの層やしっかりしたレモン、きめ
細かいフレンチオークと伸びのあるすっ
きりした酸味。

POSコード：9414416309168
4,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地： マルボロウ
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：シャルドネ100%
入数：6

白
Reserve Sauvignon Blanc
リザーブ 
ソーヴィニヨン・ブラン21

パッションフルーツやグレープフルー
ツを感じるはっきりしたアロマ。完熟の
グースベリーとトロピカルなフレーバ
ーが酸と相まって凝縮した味わいに。

POSコード：9414416001468
4,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地： マルボロウ（ワイラウヴァレ
ー）
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：ソーヴィニヨン・ブラン
100％
入数：6

※容量表記のないものは全て750mlとなります。

Villa Maria
ヴィラマリア
1961 年、ジョージ・フィストニッチによりオークランドに設立。ニュージーランドのプレミアムワインをリードするワ
イナリーとしてめざましい発展を遂げた。世界中のワインコンクールでニュージーランドワイナリー最多の受賞歴を誇
り、その記録は35 年以上に渡る。これは品質に対する徹底したこだわりの結果に他ならない。ヴィラマリアのワインは
現在60ヶ国以上に輸出され、国内外の様々な公式行事やイベントでもニュージーランドを代表するブランドとして供
されている。英国の権威ある飲料専門誌ドリンクス・インターナショナルによる「世界で最も称賛されるワインブランド」
では2015年より6年連続トップ10に入っている。写真はシニアワインメーカーのディヴ・ローパー。

Hawkes Bay, Marlborough ホークス・ベイ、マルボロウ

赤
Private Bin Syrah
プライベートビン 
シラー19

ベリー、すみれ、こしょうなどの深く複
雑な香り。プラム、スパイス、ハーブが
感じられ、シルクのように滑らかなタン
ニンがアクセントとなっている。

POSコード：9414416304996
3,100円（税抜）参考小売価格 :

原産地：ホークスベイ 
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：シラーズ95％ グルナッ
シュ5％
入数：6

赤

Reserve Cabernet Sauvignon & Merlot 
リザーブ カベルネ・
ソーヴィニヨン＆メルロー19

魅力的なプラムとカシスの香りが、コー
ヒー豆とドライタイム、シダーやスパイ
スのニュアンスと混ざり合う。口当たり
はソフトだが凝縮されている。フレンチ
オーク樽（新樽30％）で18ヶ月熟成。

POSコード：9414416109010
4,700円（税抜）参考小売価格 :

原産地： ホークスベイ
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：カベルネ・ソーヴィニヨン
65％、メルロー35％
入数：6

赤

Private Bin Pinot Noir
プライベートビン 
ピノ・ノワール20

熟したチェリーとベリー系フルーツの香
り。口当たりはピノノワールらしいチャーミ
ングな果実味にあふれ、ほのかに感じられ
るハーブとスパイス、繊細なタンニンが味
わいに複雑さと骨格を与えている。

POSコード：9414416508158
3,100円（税抜）参考小売価格 :

原産地：マルボロウ 
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：ピノ・ノワール100％
入数：6

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

Private Bin Rosé 
プライベートビン ロゼ20

可愛らしいサーモンピンク。苺や赤い果
実、スパイスを伴った花の香り。豊かな口
当たりで後味は辛口。特にスモークサー
モンや魚介と好相性。少し冷やして屋外
で楽しむのにぴったり。

POSコード：9414416219108
2,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地： ホークスベイ
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：メルロー 主体
入数：6

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

Reserve Pinot Noir 
リザーブ 
ピノ・ノワール 20

ダークチェリーやレッドチェリーとクロー
ブの特徴がある香り。シルキーな口あた
りで、長い余韻が楽しめる。クラシックな
マルボロウのピノノワール。フレンチオー
ク樽（新樽26％）で12～16ヶ月熟成。

POSコード：9414416921001
6,500円（税抜）参考小売価格 :

原産地： マルボロウ
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：ピノ・ノワール100％
入数：6

赤
NGAKIRIKIRI Cabernet Sauvignon
ンガキリキリ カベルネ・
ソーヴィニヨン13

マオリ語で「砂利」を意味し、ヴィラマリ
アの頂点に位置するワイン。カシスやプ
ラムの濃縮した香りと果実味、きめ細か
いタンニン。フレンチオーク樽で18ヶ月
（新樽率52％）熟成。

POSコード：9414416104879
16,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地： ホークスベイ（ギムレットグラベル）
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：カベルネ・ソーヴィニヨン
97％、メルロー3％
入数：6

赤
スクリュー
キャップ

ロゼ

新商品

新ラベル

スクリュー
キャップ

新ラベル

新ボトル 新ラベル

新ラベル

Earth Garden Merlot & Cabernet Sauvignon
アースガーデン メルロー＆カベルネ・
ソーヴィニヨン20

黒い果実やココアの香りに樽からの甘いヴ
ァニラやスパイスの香りが折り重なる。柔ら
かな口当たりの熟した果実味が感じられる
フルボディの味わいで、タンニンもシルキ
ー。BioGro(NZの有機認定機関）認定

POSコード：9414416106323
3,700円（税抜）参考小売価格 :

原産地：ホークスベイ 
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：メルロー 55％、カベルネ・
ソーヴィニヨン45％
入数：6

赤
Earth Garden Pinot Noir 
アースガーデン 
ピノ・ノワール20

黒い果実と繊細な花の香り。バランスの良い
酸味と凝縮感のある味わいで細やかなタンニ
ンと樽からのトーストのニュアンスが複雑味を
与えており、後味は土のようなテクスチャーが
ある。BioGro(NZの有機認定機関）認定

POSコード：9414416106316
4,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地：マルボロウ
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：ピノ・ノワール100％
入数：6

赤

スクリュー
キャップ

新ラベル

スクリュー
キャップ

スクリュー
キャップ

新ラベル

新ラベル

スクリュー
キャップ

新ラベル

スクリュー
キャップ

新ラベル

Earth Garden Sauvignon Blanc
アースガーデン 
ソーヴィニヨン・ブラン21

ライムやグレープフルーツなど柑橘のアロマ
が広がる。口に含むと、フレッシュなレモング
ラスやパッションフルーツの風味が、グレープ
フルーツのゼスト（皮）のような酸味と調和し
ている。BioGro(NZの有機認定機関）認定

POSコード：9414416106293
3,100円（税抜）参考小売価格 :

白

原産地：マルボロウ
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：ソーヴィニヨン・ブラン
100％
入数：6

Gutsriesling Trocken
グーツリースリング 
トロッケン18

豊かな香りとバランスのとれた糖度と
酸味のハーモニーが豊かな味わいをも
たらします。高品質でありながら毎日気
軽に楽しめるベーシックワインです。

POSコード：4986616832524
2,300円（税抜）参考小売価格 :

白

原産地呼称：QbAラインガウ
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：リースリング100％
入数：12

Rheingau Koshu Mittelheimer Edelman 
ラインガウ甲州 
ミッテルハイマー・エーデルマン19

甲州の独特な香りに満ちた清らかな果
実の味わい。マイルドなミネラルと穏や
かな酸味の余韻。

POSコード：4986616832548
4,500円（税抜）参考小売価格 :

白

原産地呼称：QbAラインガウ
アルコール分：11.5％
ぶどう品種：甲州 100％
入数：12
※2019年ヴィンテージより価格改定

Schönleber-Blümlein　
ショーンレーバー-ブリュームライン   
ショーンレーバー -ブリュームライン家は1746年創業のショーンレーバー家のワイン造り12代目のカールと1792年
創業のブリュームライン家のゲルダが1976年に結婚し、シュロス・ヨハネスベルガーに近いヴィンケルの地に新しい醸
造場を建設したことに始まる。現当主フランク・ショーンレーバーは1993年にガイゼンハイム大学醸造学部を卒業後、
ヘッセン州立ワイン醸造所を皮切りにカリフォルニアやスペインでワイン造りを学び、1995年、「全身全霊を込める醸
造家」として知られた父カールの元で修行を開始、2003年同家の13代目当主に就任した。

Frank Schönleber Dave Roper 

Rheingau ラインガウ

ルイス・ガントラム社はラインヘッセン中の最良の地域とされるライン川沿いのラインテラスを始め、65ha の自社葡萄
園を持つワイナリー。ガントラム家の歴史は1648 年にニーアシュタインとオッペンハイムの中間点にあるウォルスタ
ッドで葡萄栽培を開始した時に始まり今日に至る。ワインの生産は1824 年から始まり、現在のワイナリーを1923 年
に建設したのは8 代目のルイス・ジャン・ガントラムである。今、ガントラム社は11 代目のルイス・コンスタンチン・ガ
ントラムが引き継いでいる。ガントラムはワイン造りにおいて「時」は機械に勝り、「自然」はテクノロジーや科学技術に
勝るとし、葡萄はその土地とヴィンテージを完璧に表現するものでなければならないと考える。

Riesling Blue Bottle
リースリング 
ブルーボトル20

清らかな果実味は新鮮な葡萄をかじっ
た時の様。アルコール分を抑えた軽や
かな「ライトワイン」は今や欧米のトレ
ンド。

POSコード：4986616833361
1,500円（税抜）参考小売価格 :

白

白

原産地呼称：ラントヴァイン
アルコール分：9.5％
ぶどう品種：リースリング100％
入数：12

Dry Riesling
ドライ リースリング20

白桃やアプリコット、ジューシーな洋ナ
シの繊細な香り。クラシックなリースリ
ングのエレガントさが表現されている。

POSコード：4008514277112
2,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称：QbAラインヘッセン
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：リースリング100％
入数：12

Riesling Royal Blue Bottle 
リースリング ロイヤル
ブルーボトル20

果実味と酸味のバランスが心地良く、
ほんのりと甘さを感じさせる。ラインヘ
ッセン産のリースリングの味わいを表
現している。和食とも好相性。

POSコード：4008514716000
1,800円（税抜）参考小売価格 :

白

原産地呼称：ラントヴァイン
アルコール分：9.5％
ぶどう品種：リースリング100％
入数：12

Dornfelder Trocken 
ドルンフェルダー 
トロッケン20

色鮮やかな赤紫色が美しく、濃縮感の
ある味わいながら、豊かな果実味がタ
ンニンを包み込み、口当たりも大変滑
らか。

POSコード：4008514716215
1,800円（税抜）参考小売価格 :

原産地呼称： QbAラインヘッセン
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ドルンフェルダー100％
入数：12

Louis Guntrum
ルイス・ガントラム

Konstantin G
untrum

     Rheinhessen ラインヘッセン

G��G��y

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

スクリュー
キャップ

価格
改定

新ラベル

New Zea�ndNew Zea�nd

新商品

スクリュー
キャップ

新商品

スクリュー
キャップ

新商品

スクリュー
キャップ



43

Cabernet Sauvignon
カベルネ・
ソーヴィニヨン21 

カシスやブラックチェリーを思わせる
凝縮した果実味と、ビターチョコレート
のようなコク、滑らかな口当りを楽しむ
ことができる。

Merlot
メルロー20

カシスリキュールやベリー系の果実を思わ
せる果実味豊かな味わいを特徴とし、果実
味、酸味、渋味のバランスが取れた柔らかで
芯の強さがあるワイン。

Languedoc　ラングドックSanta Alicia
サンタアリシア
ワイナリーは1954年、マキシモ・ヴァルデスによりチリワイン造りの中心地マイポヴァレーに創業以来、絶えず改良が
続けられ、最新の装備による現代的なワイン醸造技術と木目細やかな手作りの伝統が見事に溶け合ったワイン造りを特
徴としています。マイポヴァレーは夏季には乾燥し、昼夜の寒暖の差が大きく、冬季は温暖で雨の多い気象条件で葡萄栽
培に最適な気候を提供します。アンデス山脈のキレイな雪解け水を一番初めに受けた畑からブドウから丁寧に造られる
ワインは、年々品質が向上し、着実に各国で高評価を得てきています。

赤赤

POSコード：784255231005
900円（税抜）参考小売価格 :

生産地：セントラル・ヴァレー
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：カベルネ・ソーヴィニヨン
100％
入数：12

POSコード：784255241004
900円（税抜）参考小売価格 :

原生産地：セントラル・ヴァレー
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：メルロー100％
入数：12

Pinot Noir Reserva
ピノ・ノワール レゼルバ
20

チリでも涼しい産地カサブランカ産のピノ・
ノワールはエレガントでバランスがよくフレッ
シュ。果物、花、熟したベリーやいちご、ヴァ
ニラ、トーストの香りが混じりあう。

赤

POSコード：784255220009
1,280円（税抜）参考小売価格 :

生産地：カサブランカ・ヴァレー
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：ピノ・ノワール100％
入数：12

Cabernet Sauvignon Reserva
カベルネ・ソーヴィニヨン 
レゼルバ20

カシスリキュールのような凝縮感のある
果実味と、チョコレートのようなコクが魅
力的。樽熟成からくるバニラの香りがア
クセント。

Cabernet Sauvignon Reserva
カベルネ・ソーヴィニヨン 
レゼルバ20

飲みきりサイズの便利なワイン、しかも
その味わいはカシスリキュールのような
凝縮感のある果実味と、チョコレートの
ようなコクが魅力的。樽熟成からくるバ
ニラの香りがアクセント。

赤赤

POSコード：784255211007
1,280円（税抜）参考小売価格 :

生産地：マイポ・ヴァレー
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：カベルネ・ソーヴィニヨン
100％
入数：12

Merlot Reserva
メルロー レゼルバ20

定評のあるサンタアリシアのメルロー
の上級バージョン。カシスやベリー系
の果実味が豊か。しっかりとした味わ
いだが、滑らかな口当りで、果実味、渋
味、酸味のバランスが素晴らしい。

赤

POSコード：784255221006
1,280円（税抜）参考小売価格 :

生産地：マイポ・ヴァレー
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：メルロー100％
入数：12

Cabernet Sauvignon Gran Reserva
カベルネ・ソーヴィニヨン 
グランレゼルバ19

プルーン、チョコレート、樽のトースト香
の中にほのかなミントのニュアンスも。
リッチな果実味と心地よいタンニンが
あいまって非常に調和のとれた味わ
い。

赤

POSコード：784255211014
2,000円（税抜）参考小売価格 :

生産地：マイポ・ヴァレー
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：カベルネ・ソーヴィニヨン
100％
入数：6

Merlot Gran Reserva
メルロー 
グランレゼルバ19

カシスリキュールやブルーベリージャ
ムのような凝縮した果実味に加え、バ
ニラ香が味わいに華を添えています。
味わいにパンチがあり飲みごたえ抜群
のしっかりした味わいの赤ワイン。

赤

POSコード：784255211021
2,000円（税抜）参考小売価格 :

生産地：マイポ・ヴァレー
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：メルロー100％
入数：6

Millantu
ミランテュ19

マイポの自社畑の中でも最も優れた区
画で栽培された葡萄を厳選して使用。
凝縮感がありながら、濃いだけでは終
わらないバランスの良く充実した味わ
いが素晴らしい。

赤

POSコード：784255217016
2,800円（税抜）参考小売価格 :

生産地：マイポ・ヴァレー
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：カベルネ・ソーヴィニヨン、
カベルネ・フラン、カルムネール
入数：6

POSコード：784255218761
420円（税抜）参考小売価格 :

原生産地：マイポ・ヴァレー
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：カベルネ・ソーヴィニヨン
100％
入数：48

フレッシュで爽やかな飲み心地の白ワイ
ン。グレープフルーツやトロピカルフル
ーツを思わす味わいで、酸味もほどよ
い。前菜やサラダなどは勿論、新鮮な魚
介料理と相性がよい。

POSコード：784255262009
900円（税抜）参考小売価格 :

生産地：セントラル・ヴァレー
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ソーヴィニヨン・ブラン
100％
入数：12

生産地：セントラル・ヴァレー
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：12

Sauvignon Blanc
ソーヴィニヨン・ブラン21

林檎やパイナップルなどを思わせる豊かな
果実味と、爽やかな酸味とのバランスがと
ても良い白ワイン。日常の食卓を彩るスタ
イルを持っている。

白白

POSコード：784255251003
900円（税抜）参考小売価格 :

Chardonnay
シャルドネ21

C�leC�le

グレープフルーツやオレンジに代表され
る柑橘系の香味やハーブの香りが爽や
かな白ワイン。魚介類料理やサラダなど
料理も幅広く合せられる万能ワイン。

白

POSコード：784255201008
1,280円（税抜）参考小売価格 :

生産地：マイポ・ヴァレー
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ソーヴィニヨン・ブラン
100％
入数：12

生産地：マイポ・ヴァレー
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：12

Sauvignon Blanc Reserva
ソーヴィニヨン・ブラン 
レゼルバ21

熟したリンゴやトロピカルフルーツなどの
様々な新鮮な果実味がたっぷり、香りも華
やか。樽熟成しているので、味わいは落ち
着きとコクがあってまろやか。

白

POSコード：784255291009
1,280円（税抜）参考小売価格 :

Chardonnay Reserva
シャルドネ レゼルバ21

生産地：リマリ・ヴァレー
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：マスカット･オブ･アレキサ
ンドリア100％
入数：12

収穫を遅らせ、完熟後の葡萄の糖度がさら
に上がるまで待った遅摘みワイン。凝縮感
のある蜜のような味わいと、ミネラルを感じ
させる。良く冷やしてデザートワイン、会話
のお供に最適な味わい。

白

POSコード：784255219898
1,200円（税抜）参考小売価格 :

Late Harvest
レイトハーベスト20

生産地：マイポ・ヴァレー
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：シャルドネ 100%
入数：6

複雑な口当たり。パパイヤやマンゴーな
どのトロピカルフルーツの香り。クロー
ブ、バタースコッチ、ドライハーブがほの
かに香る。とてもバランスの良いミネラ
ル感と素晴らしい余韻がある。

白

POSコード：784255281918
2,000円（税抜）参考小売価格 :

Chardonnay Gran Reserva
シャルドネ グランレゼルバ21

生産地：ビオビオ・ヴァレー
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：シャルドネ60%、ピノ・ノ
ワール40%
入数：6

チリの中でも冷涼な気候で上質な葡萄が造
られるビオビオ・ヴァレー産スパークリング
ワイン。爽やかでフレッシュな果実の香り、
ムースのような泡立ち、適度で良質な酸と
長い余韻をお楽しみいただけます。

白

POSコード：7804341031906
1,400円（税抜）参考小売価格 :

Tierra Sur Sparkling Wine Brut
ティエラ・スール スパークリング
ワイン ブリュットNV

生産地：ビオビオ・ヴァレー
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ピノ・ノワール90%、ピノ・
グリ10％
入数：6

摘みたての苺やチェリーのようなフレッ
シュな果実味溢れるジューシーな味わ
い。バラの香りの優しいアロマを感じる
ことができる。

ロゼ

POSコード：7804341031890
1,400円（税抜）参考小売価格 :

Tierra Sur Sparkling Wine Rosé
ティエラ・スール スパークリング
ワイン ロゼNV

生産地：マイポ・ヴァレー
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：48

飲み切りサイズの便利なワイン。しかも味わ
いは熟したリンゴやトロピカルフルーツなど
の果実味がたっぷりあり、香りも華やか。樽
熟成しているので、味わいはコクがあってま
ろやか。

白

POSコード：784255218747
420円（税抜）参考小売価格 :

Chardonnay Reserva
シャルドネ レゼルバ21

Carmenere Reserva
カルムネール レゼルバ20

チリワインの特徴を良く表現する品
種。各種ベリー系の複雑で豊かな果実
味と、チョコレートのようなコクが魅力
的。フルボディで濃厚な味わいだが、
滑らかな口当りで飲みやすい。

赤

POSコード：784255211052
1,280円（税抜）参考小売価格 :

生産地：マイポ・ヴァレー
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：カルムネール100％
入数：12

187ml

500ml
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ホークスベイへの風光明媚な入口に位置し、太平洋を望む美しいテラス状の畑を有するエスクヴァレーは、1970年にプ
レミアムワインブランドとしてスタート。1987年よりヴィラマリア傘下となり、伝統的な手法を維持しつつ洗練された
ワインを造りだすブティックワイナリーとして高い評価を得ている。ワインメーカーは2007年にニュージーランド最
優秀ワインメーカーにも選ばれたゴードン・ラッセル。ワインへの情熱を共有するチームとそれぞれの栽培地域、畑の特
徴を真に表現したワイン造りを目指している。極力人の手を介さず自然に任せたやり方でテロワールをワインの中に表
現しようとする彼の考えは、次の言葉に集約されている。「私は指揮者にすぎない。音楽は既に畑の中に書かれている。」

Esk Valley 
エスクヴァレー

Gordon Russell
Gordon Russell

Wilfred Leigh

赤

▲ ヴィラマリア マルボロウワイナリー

マルボロウ
MARLBOROUGH

オークランド
AUCKLAND

ホークスベイ
HAWKES BAY

Esk Valley  Chardonnay 
エスク ヴァレー 
シャルドネ20

桃やメロン、バター、グレープフルーツ、
ナッツ、樽からのスパイスなど様々な
要素が感じられ、フルボディながらエレ
ガントなホークスベイスタイルのシャ
ルドネ。

POSコード：9414416503696
2,400円（税抜）参考小売価格 :

白

原産地：ホークスベイ
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：シャルドネ 100％
入数：6

Esk Valley  Merlot Cabernet Sauvignon Malbec
エスク ヴァレー メルロー　
カベルネ・ソーヴィニヨン マルベック20

重厚なホークスベイブレンド。濃い色調、
ブラックベリーやチェリーの香りに、控え
めなオークがアクセント。タンニンが熟し
ており若いうちから楽しめる。フレンチオ
ーク樽（15％新樽）で12ヶ月熟成。

POSコード：9414416506468
2,700円（税抜）参考小売価格 :

原産地：ホークスベイ（ギムレットグラベルズ）
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：カベルネ・ソーヴィニヨン61
％、メルロー26％、マルベック13％
入数：6

Esk Valley Sauvignon Blanc
エスク ヴァレー 
ソーヴィニヨン・ブラン20

熟したトロピカルフルーツやシトラス、
緑のフルーツやハーブの香りが混ざり
合い、フレッシュな酸味と共にマルボ
ロウらしいソーヴィニヨン・ブランとな
っている。

POSコード：9414416001413
2,400円（税抜）参考小売価格 :

白

原産地：マルボロウ
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：ソーヴィニヨン・ブラン 
100％
入数：6

業務店様向け商品
業務店様向け商品

業務店様向け商品

赤
The Terraces
ザ・テラシズ14

最良のヴィンテージにのみ生産される、
エスクヴァレーの超プレミアムワイン。3
種が混植された畑の個性を表現するべ
く混醸される。フレンチオークの樽で16
ヶ月熟成（新樽40％）。

POSコード：9414416105012
18,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地：ホークスベイ
アルコール分：14.5％
ぶどう品種：マルベック46％、メルロー
31％、カベルネ・フラン23％
入数：6 業務店様向け商品

ニュージーランド最多の
受賞歴を誇るワイナリー ヴィラマリア
ヴィラマリアは世界中のワインコンクールで
ニュージーランド最多の受賞歴を誇ります。
創業以来、品質にこだわり、妥協をしないワイン造りの結果が
数々の受賞につながっています。

ニュージーランドを代表するワインブランド
英国の飲料専門誌「ドリンクス・インターナショナル」による
『世界で最も称賛されるワインブランド』では、
2015年より6年連続トップ10に入り、
ニュージーランドを代表するブランドとして
広く認知されています。

サスティナビリティの先駆者
ヴィラマリアは「次世代に残す環境に責任を持つ」
という考えのもと、早くから環境に配慮した
ワイン造りを行っています。畑では有機栽培への転換を進め、
ワイナリー全体でも様々な「エコ」が実践されており、
企業としての環境保全への取組みに対しても
高い評価を受けており、
ヴィラマリアはニュージーランドのワイン産業の
「サスティナビリティ」において、
リーダー的な役割を果たしています。

スクリュー
キャップ

スクリュー
キャップ

新ラベル

スクリュー
キャップ

新ラベル

スクリュー
キャップ

新ラベル

▲ ヴィラマリア オークランドワイナリー

ヴィラマリアは、品質
にこだわったワイン造
りのため、苗の栽培か
らワイン造りまで一貫
して行っています。

▲

New Zea�nd  New Zea�nd  
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Cabernet Sauvignon
カベルネ・
ソーヴィニヨン21 

カシスやブラックチェリーを思わせる
凝縮した果実味と、ビターチョコレート
のようなコク、滑らかな口当りを楽しむ
ことができる。

Merlot
メルロー20

カシスリキュールやベリー系の果実を思わ
せる果実味豊かな味わいを特徴とし、果実
味、酸味、渋味のバランスが取れた柔らかで
芯の強さがあるワイン。

Languedoc　ラングドックSanta Alicia
サンタアリシア
ワイナリーは1954年、マキシモ・ヴァルデスによりチリワイン造りの中心地マイポヴァレーに創業以来、絶えず改良が
続けられ、最新の装備による現代的なワイン醸造技術と木目細やかな手作りの伝統が見事に溶け合ったワイン造りを特
徴としています。マイポヴァレーは夏季には乾燥し、昼夜の寒暖の差が大きく、冬季は温暖で雨の多い気象条件で葡萄栽
培に最適な気候を提供します。アンデス山脈のキレイな雪解け水を一番初めに受けた畑からブドウから丁寧に造られる
ワインは、年々品質が向上し、着実に各国で高評価を得てきています。

赤赤

POSコード：784255231005
900円（税抜）参考小売価格 :

生産地：セントラル・ヴァレー
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：カベルネ・ソーヴィニヨン
100％
入数：12

POSコード：784255241004
900円（税抜）参考小売価格 :

原生産地：セントラル・ヴァレー
アルコール分：13.0％
ぶどう品種：メルロー100％
入数：12

Pinot Noir Reserva
ピノ・ノワール レゼルバ
20

チリでも涼しい産地カサブランカ産のピノ・
ノワールはエレガントでバランスがよくフレッ
シュ。果物、花、熟したベリーやいちご、ヴァ
ニラ、トーストの香りが混じりあう。

赤

POSコード：784255220009
1,280円（税抜）参考小売価格 :

生産地：カサブランカ・ヴァレー
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：ピノ・ノワール100％
入数：12

Cabernet Sauvignon Reserva
カベルネ・ソーヴィニヨン 
レゼルバ20

カシスリキュールのような凝縮感のある
果実味と、チョコレートのようなコクが魅
力的。樽熟成からくるバニラの香りがア
クセント。

Cabernet Sauvignon Reserva
カベルネ・ソーヴィニヨン 
レゼルバ20

飲みきりサイズの便利なワイン、しかも
その味わいはカシスリキュールのような
凝縮感のある果実味と、チョコレートの
ようなコクが魅力的。樽熟成からくるバ
ニラの香りがアクセント。

赤赤

POSコード：784255211007
1,280円（税抜）参考小売価格 :

生産地：マイポ・ヴァレー
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：カベルネ・ソーヴィニヨン
100％
入数：12

Merlot Reserva
メルロー レゼルバ20

定評のあるサンタアリシアのメルロー
の上級バージョン。カシスやベリー系
の果実味が豊か。しっかりとした味わ
いだが、滑らかな口当りで、果実味、渋
味、酸味のバランスが素晴らしい。

赤

POSコード：784255221006
1,280円（税抜）参考小売価格 :

生産地：マイポ・ヴァレー
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：メルロー100％
入数：12

Cabernet Sauvignon Gran Reserva
カベルネ・ソーヴィニヨン 
グランレゼルバ19

プルーン、チョコレート、樽のトースト香
の中にほのかなミントのニュアンスも。
リッチな果実味と心地よいタンニンが
あいまって非常に調和のとれた味わ
い。

赤

POSコード：784255211014
2,000円（税抜）参考小売価格 :

生産地：マイポ・ヴァレー
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：カベルネ・ソーヴィニヨン
100％
入数：6

Merlot Gran Reserva
メルロー 
グランレゼルバ19

カシスリキュールやブルーベリージャ
ムのような凝縮した果実味に加え、バ
ニラ香が味わいに華を添えています。
味わいにパンチがあり飲みごたえ抜群
のしっかりした味わいの赤ワイン。

赤

POSコード：784255211021
2,000円（税抜）参考小売価格 :

生産地：マイポ・ヴァレー
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：メルロー100％
入数：6

Millantu
ミランテュ19

マイポの自社畑の中でも最も優れた区
画で栽培された葡萄を厳選して使用。
凝縮感がありながら、濃いだけでは終
わらないバランスの良く充実した味わ
いが素晴らしい。

赤

POSコード：784255217016
2,800円（税抜）参考小売価格 :

生産地：マイポ・ヴァレー
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：カベルネ・ソーヴィニヨン、
カベルネ・フラン、カルムネール
入数：6

POSコード：784255218761
420円（税抜）参考小売価格 :

原生産地：マイポ・ヴァレー
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：カベルネ・ソーヴィニヨン
100％
入数：48

フレッシュで爽やかな飲み心地の白ワイ
ン。グレープフルーツやトロピカルフル
ーツを思わす味わいで、酸味もほどよ
い。前菜やサラダなどは勿論、新鮮な魚
介料理と相性がよい。

POSコード：784255262009
900円（税抜）参考小売価格 :

生産地：セントラル・ヴァレー
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ソーヴィニヨン・ブラン
100％
入数：12

生産地：セントラル・ヴァレー
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：12

Sauvignon Blanc
ソーヴィニヨン・ブラン21

林檎やパイナップルなどを思わせる豊かな
果実味と、爽やかな酸味とのバランスがと
ても良い白ワイン。日常の食卓を彩るスタ
イルを持っている。

白白

POSコード：784255251003
900円（税抜）参考小売価格 :

Chardonnay
シャルドネ21

C�leC�le

グレープフルーツやオレンジに代表され
る柑橘系の香味やハーブの香りが爽や
かな白ワイン。魚介類料理やサラダなど
料理も幅広く合せられる万能ワイン。

白

POSコード：784255201008
1,280円（税抜）参考小売価格 :

生産地：マイポ・ヴァレー
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ソーヴィニヨン・ブラン
100％
入数：12

生産地：マイポ・ヴァレー
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：12

Sauvignon Blanc Reserva
ソーヴィニヨン・ブラン 
レゼルバ21

熟したリンゴやトロピカルフルーツなどの
様々な新鮮な果実味がたっぷり、香りも華
やか。樽熟成しているので、味わいは落ち
着きとコクがあってまろやか。

白

POSコード：784255291009
1,280円（税抜）参考小売価格 :

Chardonnay Reserva
シャルドネ レゼルバ21

生産地：リマリ・ヴァレー
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：マスカット･オブ･アレキサ
ンドリア100％
入数：12

収穫を遅らせ、完熟後の葡萄の糖度がさら
に上がるまで待った遅摘みワイン。凝縮感
のある蜜のような味わいと、ミネラルを感じ
させる。良く冷やしてデザートワイン、会話
のお供に最適な味わい。

白

POSコード：784255219898
1,200円（税抜）参考小売価格 :

Late Harvest
レイトハーベスト20

生産地：マイポ・ヴァレー
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：シャルドネ 100%
入数：6

複雑な口当たり。パパイヤやマンゴーな
どのトロピカルフルーツの香り。クロー
ブ、バタースコッチ、ドライハーブがほの
かに香る。とてもバランスの良いミネラ
ル感と素晴らしい余韻がある。

白

POSコード：784255281918
2,000円（税抜）参考小売価格 :

Chardonnay Gran Reserva
シャルドネ グランレゼルバ21

生産地：ビオビオ・ヴァレー
アルコール分：12.0％
ぶどう品種：シャルドネ60%、ピノ・ノ
ワール40%
入数：6

チリの中でも冷涼な気候で上質な葡萄が造
られるビオビオ・ヴァレー産スパークリング
ワイン。爽やかでフレッシュな果実の香り、
ムースのような泡立ち、適度で良質な酸と
長い余韻をお楽しみいただけます。

白

POSコード：7804341031906
1,400円（税抜）参考小売価格 :

Tierra Sur Sparkling Wine Brut
ティエラ・スール スパークリング
ワイン ブリュットNV

生産地：ビオビオ・ヴァレー
アルコール分：12.5％
ぶどう品種：ピノ・ノワール90%、ピノ・
グリ10％
入数：6

摘みたての苺やチェリーのようなフレッ
シュな果実味溢れるジューシーな味わ
い。バラの香りの優しいアロマを感じる
ことができる。

ロゼ

POSコード：7804341031890
1,400円（税抜）参考小売価格 :

Tierra Sur Sparkling Wine Rosé
ティエラ・スール スパークリング
ワイン ロゼNV

生産地：マイポ・ヴァレー
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：シャルドネ100％
入数：48

飲み切りサイズの便利なワイン。しかも味わ
いは熟したリンゴやトロピカルフルーツなど
の果実味がたっぷりあり、香りも華やか。樽
熟成しているので、味わいはコクがあってま
ろやか。

白

POSコード：784255218747
420円（税抜）参考小売価格 :

Chardonnay Reserva
シャルドネ レゼルバ21

Carmenere Reserva
カルムネール レゼルバ20

チリワインの特徴を良く表現する品
種。各種ベリー系の複雑で豊かな果実
味と、チョコレートのようなコクが魅力
的。フルボディで濃厚な味わいだが、
滑らかな口当りで飲みやすい。

赤

POSコード：784255211052
1,280円（税抜）参考小売価格 :

生産地：マイポ・ヴァレー
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：カルムネール100％
入数：12

187ml

500ml

187ml

新ラベル新ラベル 新ラベル

新ラベル 新ラベル 新ラベル

新ラベル新ラベル 新ラベル

スクリュー
キャップ

新ラベル

スクリュー
キャップ

新ラベル

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

発泡性甘口 発泡性
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ホークスベイへの風光明媚な入口に位置し、太平洋を望む美しいテラス状の畑を有するエスクヴァレーは、1970年にプ
レミアムワインブランドとしてスタート。1987年よりヴィラマリア傘下となり、伝統的な手法を維持しつつ洗練された
ワインを造りだすブティックワイナリーとして高い評価を得ている。ワインメーカーは2007年にニュージーランド最
優秀ワインメーカーにも選ばれたゴードン・ラッセル。ワインへの情熱を共有するチームとそれぞれの栽培地域、畑の特
徴を真に表現したワイン造りを目指している。極力人の手を介さず自然に任せたやり方でテロワールをワインの中に表
現しようとする彼の考えは、次の言葉に集約されている。「私は指揮者にすぎない。音楽は既に畑の中に書かれている。」

Esk Valley 
エスクヴァレー

Gordon Russell
Gordon Russell

Wilfred Leigh

赤

▲ ヴィラマリア マルボロウワイナリー

マルボロウ
MARLBOROUGH

オークランド
AUCKLAND

ホークスベイ
HAWKES BAY

Esk Valley  Chardonnay 
エスク ヴァレー 
シャルドネ20

桃やメロン、バター、グレープフルーツ、
ナッツ、樽からのスパイスなど様々な
要素が感じられ、フルボディながらエレ
ガントなホークスベイスタイルのシャ
ルドネ。

POSコード：9414416503696
2,400円（税抜）参考小売価格 :

白

原産地：ホークスベイ
アルコール分：14.0％
ぶどう品種：シャルドネ 100％
入数：6

Esk Valley  Merlot Cabernet Sauvignon Malbec
エスク ヴァレー メルロー　
カベルネ・ソーヴィニヨン マルベック20

重厚なホークスベイブレンド。濃い色調、
ブラックベリーやチェリーの香りに、控え
めなオークがアクセント。タンニンが熟し
ており若いうちから楽しめる。フレンチオ
ーク樽（15％新樽）で12ヶ月熟成。

POSコード：9414416506468
2,700円（税抜）参考小売価格 :

原産地：ホークスベイ（ギムレットグラベルズ）
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：カベルネ・ソーヴィニヨン61
％、メルロー26％、マルベック13％
入数：6

Esk Valley Sauvignon Blanc
エスク ヴァレー 
ソーヴィニヨン・ブラン20

熟したトロピカルフルーツやシトラス、
緑のフルーツやハーブの香りが混ざり
合い、フレッシュな酸味と共にマルボ
ロウらしいソーヴィニヨン・ブランとな
っている。

POSコード：9414416001413
2,400円（税抜）参考小売価格 :

白

原産地：マルボロウ
アルコール分：13.5％
ぶどう品種：ソーヴィニヨン・ブラン 
100％
入数：6

業務店様向け商品
業務店様向け商品

業務店様向け商品

赤
The Terraces
ザ・テラシズ14

最良のヴィンテージにのみ生産される、
エスクヴァレーの超プレミアムワイン。3
種が混植された畑の個性を表現するべ
く混醸される。フレンチオークの樽で16
ヶ月熟成（新樽40％）。

POSコード：9414416105012
18,000円（税抜）参考小売価格 :

原産地：ホークスベイ
アルコール分：14.5％
ぶどう品種：マルベック46％、メルロー
31％、カベルネ・フラン23％
入数：6 業務店様向け商品

ニュージーランド最多の
受賞歴を誇るワイナリー ヴィラマリア
ヴィラマリアは世界中のワインコンクールで
ニュージーランド最多の受賞歴を誇ります。
創業以来、品質にこだわり、妥協をしないワイン造りの結果が
数々の受賞につながっています。

ニュージーランドを代表するワインブランド
英国の飲料専門誌「ドリンクス・インターナショナル」による
『世界で最も称賛されるワインブランド』では、
2015年より6年連続トップ10に入り、
ニュージーランドを代表するブランドとして
広く認知されています。

サスティナビリティの先駆者
ヴィラマリアは「次世代に残す環境に責任を持つ」
という考えのもと、早くから環境に配慮した
ワイン造りを行っています。畑では有機栽培への転換を進め、
ワイナリー全体でも様々な「エコ」が実践されており、
企業としての環境保全への取組みに対しても
高い評価を受けており、
ヴィラマリアはニュージーランドのワイン産業の
「サスティナビリティ」において、
リーダー的な役割を果たしています。

スクリュー
キャップ

スクリュー
キャップ

新ラベル

スクリュー
キャップ

新ラベル

スクリュー
キャップ

新ラベル

▲ ヴィラマリア オークランドワイナリー

ヴィラマリアは、品質
にこだわったワイン造
りのため、苗の栽培か
らワイン造りまで一貫
して行っています。

▲

New Zea�nd  New Zea�nd  
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Multi Vita Vino 
マルチ・ヴィタ・ヴィーノ
750ml

10種類のフルーツ果汁から生まれた
低アルコール微発泡の飲みやすいフ
ルーツワイン。発売から20年以上愛
され続けるロングセラー。

POSコード：4001486939002
800円（税抜）参考小売価格 :

セミ
スパーク
リング

セミ
スパーク
リング

セミ
スパーク
リング

セミ
スパーク
リング

フルーツ
ワイン

フルーツ
ワイン

その他
醸造酒

スパーク
リング

スパーク
リング

スパーク
リング

グリュー
ワイン

グリュー
ワイン

グリュー
ワイン

グリュー
ワイン

スパーク
リング

アルコール分：5.5％
原料フルーツ：オレンジ、パイナップル、パッシ
ョンフルーツ、リンゴ、レモン、キウイ、バナナ、グァバ、
アプリコット、マンゴー
入数：12

Blood Orange Vita Vino 
ブラッドオレンジ・
ヴィタ・ヴィーノ750ml

ブラッドオレンジやオレンジの果汁が
主体の微発泡で爽やかな口当たりの
フルーツワイン。甘酸っぱいブラッドオ
レンジの豊かな味わい。

POSコード：4001486939200
800円（税抜）参考小売価格 :

アルコール分：5.5％
原料フルーツ：ブラッドオレンジ、オレンジ、レモ
ン、パッションフルーツ、キウイ、パインアップル、リンゴ、
バナナ、マンゴー、アプリコット、グアバ
入数：12

Multi Vita Vino 
マルチ・ヴィタ・ヴィーノ
200ml

10種類のフルーツ果汁から生まれた
低アルコール微発泡の飲みやすいフ
ルーツワイン。発売から20年以上愛
され続けるロングセラー。

POSコード：4001486939309
350円（税抜）参考小売価格 :

アルコール分：5.5％
原料フルーツ：オレンジ、パイナップル、パッシ
ョンフルーツ、リンゴ、レモン、キウイ、バナナ、グァバ、
アプリコット、マンゴー
入数：24
※2022年3月価格改定

Blood Orange Vita Vino
ブラッドオレンジ・
ヴィタ・ヴィーノ200ml

ブラッドオレンジやオレンジの果汁が
主体の微発泡で爽やかな口当たりの
フルーツワイン。甘酸っぱいブラッドオ
レンジの豊かな味わい。

POSコード：4001486939224
350円（税抜）参考小売価格 :

アルコール分：5.5％
原料フルーツ：ブラッドオレンジ、オレンジ、レモ
ン、パッションフルーツ、キウイ、パインアップル、リンゴ、
バナナ、マンゴー、アプリコット、グアバ
入数：24
※2022年3月価格改定

Mango Sparkling Wine 
マンゴースパークリング
ワイン750ml 

マンゴーを主体としたフルーツ果汁を原料
にしてつくったスパークリングワイン。2007 
年ジャパンワインチャレンジのフルーツワイ
ンカテゴリーで金賞受賞。ドイツ農産物協会
（DLG）主催コンクールで金賞受賞。

POSコード：4001486027617
1,100円（税抜）参考小売価格 :

アルコール分：8.5％
原料フルーツ：マンゴー、オレンジ、ラ
イム、キウイ、レモン　
入数：12

Mango Sparkling Wine 
マンゴースパークリング
ワイン200ml

マンゴーを主体としたフルーツ果汁を原料
にしてつくったスパークリングワイン。2007 
年ジャパンワインチャレンジのフルーツワイ
ンカテゴリーで金賞受賞。ドイツ農産物協会
（DLG）主催コンクールで金賞受賞。

POSコード：4001486027501
380円（税抜）参考小売価格 :

アルコール分：8.5％
原料フルーツ：マンゴー、オレンジ、ラ
イム、キウイ、レモン
入数：24

Pink Grapefruit Sparkling Wine 
ピンクグレープフルーツ 
スパークリングワイン750ml  

ピンクグレープフルーツらしい甘酸っぱい
味わいが口に広がる、爽やかな飲み心地
のスパークリングワイン。ジャパンワイン
チャレンジ2010銀賞受賞。ドイツ農産物
協会（DLG）主催コンクールで金賞受賞。

POSコード：4001486043150
1,100円（税抜）参考小売価格 :

アルコール分：8.5％
原料フルーツ：グレープフルーツ、ピ
ンクグレープフルーツ、キウイ、ライム
入数：12

スパーク
リング

Strawberry Sparkling Wine 
ストロベリー
スパークリングワイン

ストロベリー 100%の原料果汁を発酵
させてつくった、スパークリングワイン。
ストロベリージャムを思わせる豊かな香
りで、軽やかな味わいです。ドイツ農産物
協会（DLG）主催コンクールで銀賞受賞。

POSコード：4001486010220
1,250円（税抜）参考小売価格 :

アルコール分：8.3％
原料フルーツ：ストロベリー100％
入数：12

Blueberry Wine
ブルーベリーワイン750ml 

原料果汁は厳選したブルーベリーの
み。ブルーベリーの贅沢な味わいが楽
しめる。ドイツ農産物協会（DLG）主催
コンクールで金賞受賞。

POSコード：4001486630701
1,100円（税抜）参考小売価格 :

アルコール分：8.5％
原料フルーツ：ブルーベリー 100％
入数：12

Blueberry Wine 
ブルーベリーワイン200ml

原料果汁は厳選したブルーベリーの
み。ブルーベリーの贅沢な味わいが楽
しめる。ドイツ農産物協会（DLG）主催
コンクールで金賞受賞。

POSコード：4001486630725
380円（税抜）参考小売価格 :

アルコール分：8.5％
原料フルーツ：ブルーベリー100％
入数：24

Honey Wine 
ハニーワイン

純粋なハチミツを発酵させてつくった、優し
い甘さのワイン。ハニーワインは世界最古
のお酒とも言われ、「ハネムーン」の語源に
もなったとも言われています。ドイツ農産物
協会（DLG）主催コンクール金賞受賞。

POSコード：4001486920505
1,300円（税抜）参考小売価格 :

アルコール分：10.0％
原料：ハチミツ
入数：12

Pink Grapefruit Sparkling Wine 
ピンクグレープフルーツ 
スパークリングワイン200ml

ピンクグレープフルーツらしい甘酸っぱい
味わいが口に広がる、爽やかな飲み心地
のスパークリングワイン。ジャパンワイン
チャレンジ2010銀賞受賞。ドイツ農産物
協会（DLG）主催コンクールで金賞受賞。

POSコード：4001486043174
380円（税抜）参考小売価格 :

アルコール分：8.5％
原料フルーツ：グレープフルーツ、ピンク
グレープフルーツ、キウイ、ライム
入数：24

Katlenburger Cherry GlühWein （Hot Wine）
カトレンブルガー チェリー 
グリューワイン（ホットワイン）

チェリーの果汁でつくったフルーツワイ
ンに、ハーブやシナモン、スパイス系の
香りを加えた、温めて楽しむ冬季限定の
ホットワイン。ドイツ農産物協会（DLG）
主催コンクール金賞受賞。

POSコード：4001486918168
1,250円（税抜）参考小売価格 :

アルコール分：8.5％
原料フルーツ：チェリー、アロニア、キ
ウイ、ライム
入数：12

Katlenburger Blueberry GlühWein （Hot Wine）
カトレンブルガー ブルーベリー 
グリューワイン（ホットワイン）

ブルーベリーをベースにフルーツの果汁をブ
レンドしてつくったフルーツワインに、ハーブ
やシナモン、スパイス系の香りを加えた、温
めて楽しむ冬季限定のホットワイン。ドイツ農
産物協会（DLG）主催コンクール金賞受賞。

POSコード：4001486910124
1,250円（税抜）参考小売価格 :

アルコール分：8.5％
原料フルーツ：ブルーベリー、アロニア、
キウイ、ライム
入数：12

Katlenburger Apple Cinnamon GlühWein （Hot Wine）
カトレンブルガー アップルシナモン 
グリューワイン（ホットワイン）

リンゴをはじめとするフルーツ果汁のみを
原料に発酵させ、温めた際の香りを楽し
めるようにシナモンやハーブなどの香りを
あらかじめブレンド。ドイツ農産物協会
（DLG）主催コンクール金賞受賞。

POSコード：4001486919080
1,250円（税抜）参考小売価格 :

アルコール分：8.5％
原料フルーツ：リンゴ、キウイ、ライム
入数：12

Honey Lemon Ginger Hot （Wine）
ハニー・レモン・
ジンジャー ホット（ワイン） 

ハチミツの甘さとレモンの爽やかな酸
味に、ショウガの風味がアクセントとな
って味わいと香りを引き立てます。

POSコード：4001486916584
1,250円（税抜）参考小売価格 :

アルコール分：8.5％
原料フルーツ：キウイ、ライム、レモン
入数：12

200ml

200ml

200ml

200ml 200ml

冬季
限定

冬季
限定

冬季
限定

冬季
限定

スクリュー
キャップ

微発泡

スクリュー
キャップ

スクリュー
キャップ

発泡性

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

グリュー
ワイン

Orange & Mandarine Fruit Glüh Wein (Hot Wine)
オレンジ＆マンダリン・
フルーツグリューワイン 

キウイ・ライムからつくったフルーツワ
インをベースに、オレンジ・マンダリン
果汁を約30%加え、シナモンやクロ
ーグ等の香りをブレンドしたグリューワ
イン。

POSコード：4001486900675
1,250円（税抜）参考小売価格 :

アルコール分：8.0％
原料フルーツ：キウイ、ライム、オレンジ、
マンダリンオレンジ
入数：12

冬季
限定

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

フルーツ
ワイン

Strawberry Wine
ストロベリーワイン

ストロベリー100%を原料果実に使用
したフルーツワイン。イチゴの甘い香り
と酸味が楽しめます。少し冷やしてお
召し上がりください。ドイツ農産物協会
（DLG）主催コンクールで金賞受賞。

POSコード：4001486770209
1,100円（税抜）参考小売価格 :

アルコール分：8.5％
原料フルーツ：ストロベリー100％
入数：12

フルーツ
ワイン

Cherry Wine
チェリーワイン

チェリー 100%を原料果実に使用し
たフルーツワイン。チェリーの甘酸っぱ
い味わいが特徴的。少し冷やしてお召
し上がりください。ドイツ農産物協会
（DLG）主催コンクールで金賞受賞。

POSコード：4001486820102
1,100円（税抜）参考小売価格 :

アルコール分：8.5％
原料フルーツ：チェリー100％
入数：12

スクリュー
キャップ

スクリュー
キャップ

発泡性

スクリュー
キャップ

微発泡

G��y �uit W�eG��y �uit W�e G��y �uit W�eG��y �uit W�e

新ラベル

新ラベル 新ラベル

スパーク
リング

Strawberry Sparkling Wine 
ストロベリー
スパークリングワイン200ml

ストロベリー 100%の原料果汁を発酵
させてつくった、スパークリングワイン。
ストロベリージャムを思わせる豊かな香
りで、軽やかな味わいです。ドイツ農産物
協会（DLG）主催コンクールで銀賞受賞。

POSコード：4001486010244
400円（税抜）参考小売価格 :

アルコール分：8.3％
原料フルーツ：ストロベリー100%
入数：24

200ml

スクリュー
キャップ

発泡性

発泡性

発泡性 発泡性

スクリュー
キャップ

フルーツ
ワイン

Blackcurrant Wine
ブラックカラント（カシス）ワイン

ブラックカラントはフランス名「カシ
ス」。豊かな香り、しっかりとした酸味が
あり、少し苦みも感じさせる、甘すぎな
味わい。ドイツ農産物協会（DLG）主
催コンクールで金賞受賞。

POSコード：4001486550108
1,100円（税抜）参考小売価格 :

アルコール分：8.5％
原料フルーツ：ブラックカラント（カシ
ス）100％
入数：12

フルーツ
ワイン

Blackberry Wine
ブラックベリーワイン

ブラックベリーは、バラ科でラズベリ
ーなどと同じキイチゴの仲間。甘酸っ
ぱく、ブルーベリーよりも、少し渋みの
ある濃い味わい。ドイツ農産物協会
（DLG）主催コンクールで金賞受賞。

POSコード：4001486470109
1,100円（税抜）参考小売価格 :

アルコール分：8.5％
原料フルーツ：ブラックベリー100％

新ラベル 新ラベル

サイダー
Apple Cider 330ml
アップルサイダー

リンゴを発酵させて作った発泡性のア
ルコール飲料。みずみずしいリンゴの香
りと爽やかな酸味で、すっきりとしたや
やドライな味わい。

POSコード：4001486057294
580円（税抜）参考小売価格 :

アルコール分：5.5％
原料フルーツ：リンゴ
入数：24

330ml

スクリュー
キャップ

サイダー
Apple Cider Rose 330ml
アップルサイダー・ロゼ

リンゴを発酵させて作った発泡性のアル
コール飲料。みずみずしいリンゴの香り
に爽やかな酸味、チェリーの果汁感があ
り、すっきりとしたややドライな味わい。

POSコード：4001486057454
580円（税抜）参考小売価格 :

アルコール分：5.5％
原料フルーツ：リンゴ、チェリー
入数：24

330ml

スクリュー
キャップ

※容量表記のないものは全て750mlとなります。

ドクターディムース/カトレンブルガー社は
1925年にウイリー・ディムースによってドイツのカトレンブルグに設立された、

ヨーロッパ最大規模のフルーツワインメーカー。

ドクター・ディムース/カトレンブルガー
Dr.  Demuth  Katlenburger

Germany　Katlenburger　ドイツ　カトレンブルグ

美味しいジュース造りから生まれたフルーツワイン

ヨーロッパ最大規模のフルーツワインメーカー 世界が認める醸造技術
ドクターディムース /カトレンブルガー社は 1925 年にウイリー・ディムースに
よってドイツのカトレンブルグに設立された、ヨーロッパ最大規模のフルーツワ
インメーカー。現在は3代目のクラウス・ディムースに引き継がれている。

1日30万本のボトリングが可能な最新設備を有
し、フルーツワインだからこそ要求される徹底し
た衛生管理のもと、厳選された原料フルーツを
使用し高品質のフルーツワインを製造している。
白ワインにフルーツのフレーバーを添加するの
ではなく、フルーツ果汁そのものからつくりださ
れる「本物のフルーツワイン」の味わいは世界
中の消費者から高い支持を得ている。また、ク
ラウス・ディムースはヨーロッパフルーツワイン
協会の会長も歴任し、フルーツワインの世界的
な発展に貢献している。ドイツ農産物協会
（DLG）2007年、最高賞「プライズ・オブ・ザ・
ベスト」を受賞している。

カトレンブルグはフランクフルトの北東約250ｋｍ、ハノーバーとゴッティンゲ
ンの中間に位置し、ドクターディムース/カトレンブルガー社は空気のきれい
なこの街でワイン造りを行っている。設立当初は、自家農園で栽培するリンゴ
を使ったジュースを製造していたが、予期せずしてリンゴ果汁が発酵し美味し
いアップルスパークリングワインになることが発見された。このアップルスパ
ークリングワインを試験的に販売してみたところ大変評判となり、これをきっ
かけに様々なフルーツを使ったワインの開発が始まる。その中のひとつとし
て開発されたストロベリー果汁のスパークリングワインは、「ストロベリー・シ
ャンパン」と呼ばれ人気となり、瞬く間にドイツ国内に広がった。こうしてドイ
ツ有数のフルーツワインメーカーとして成長したドクターディムース/カトレン
ブルガー社は、1960年代中ごろに製造設備の近代化を図り自社内に研究所
を設け、本格的なフルーツワインの開発を開始した。

▲ 社長 クラウス・ディムース

▲ 美しいカトレンブルグの風景

▲ ボトリングライン

ブドウ栽培の北限を越えた産地が生んだ、天然果汁を使ったフルーツワイン
カトレンブルグが位置するドイツ北部では、ワイン用ブドウの生育が難しく、
昔からブドウ以外の果実でワインを家庭で作っていました。
そうした伝統的なフルーツワインに始まり、最新技術を取り入れながら革新的なフルーツワインも生み出し、
親子3代にわたり、こだわりのワインを作り続けています。

フルーツから生まれるワインは、ぶどうのワインに比べて糖度が高いため、二
次発酵が起らないよう細心の注意と高度な醸造技術が要求される。徹底した
衛生管理のもと、温度管理が可能な最新設備を導入し、品質の高い原料果汁
を使用して、美味しく安全なフルーツワインの醸造を実現している。原材料と
なるフルーツ果汁は、世界中から厳選されたサプライヤーから購入しワイナリ
ーに納品された時点で厳しくチェックされる。そして自社内の研究室で開発さ
れた技術によって、天然果汁からフルーツワインが造られる。厳密な温度管理
と衛生管理、そして高度な醸造技術によって、みずみずしいフルーツの味わ
いを生かしたフルーツワインが生産されている。これらの高度な技術を持つ世
界有数のフルーツワインメーカーとして注目されている。また2007年には食
品安全マネジメントシステムの国際標準規格である ISO22000 を取得し、
さらなる品質向上を目指し続けている。

▲ 自社の研究室

 

品
質
管
理

▲

スクリュー
キャップ

微発泡

新ラベル

価格
改定

スクリュー
キャップ

微発泡

新ラベル

価格
改定

スクリュー
キャップ

数量
限定

スクリュー
キャップ

数量
限定
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Multi Vita Vino 
マルチ・ヴィタ・ヴィーノ
750ml

10種類のフルーツ果汁から生まれた
低アルコール微発泡の飲みやすいフ
ルーツワイン。発売から20年以上愛
され続けるロングセラー。

POSコード：4001486939002
800円（税抜）参考小売価格 :

セミ
スパーク
リング

セミ
スパーク
リング

セミ
スパーク
リング

セミ
スパーク
リング

フルーツ
ワイン

フルーツ
ワイン

その他
醸造酒

スパーク
リング

スパーク
リング

スパーク
リング

グリュー
ワイン

グリュー
ワイン

グリュー
ワイン

グリュー
ワイン

スパーク
リング

アルコール分：5.5％
原料フルーツ：オレンジ、パイナップル、パッシ
ョンフルーツ、リンゴ、レモン、キウイ、バナナ、グァバ、
アプリコット、マンゴー
入数：12

Blood Orange Vita Vino 
ブラッドオレンジ・
ヴィタ・ヴィーノ750ml

ブラッドオレンジやオレンジの果汁が
主体の微発泡で爽やかな口当たりの
フルーツワイン。甘酸っぱいブラッドオ
レンジの豊かな味わい。

POSコード：4001486939200
800円（税抜）参考小売価格 :

アルコール分：5.5％
原料フルーツ：ブラッドオレンジ、オレンジ、レモ
ン、パッションフルーツ、キウイ、パインアップル、リンゴ、
バナナ、マンゴー、アプリコット、グアバ
入数：12

Multi Vita Vino 
マルチ・ヴィタ・ヴィーノ
200ml

10種類のフルーツ果汁から生まれた
低アルコール微発泡の飲みやすいフ
ルーツワイン。発売から20年以上愛
され続けるロングセラー。

POSコード：4001486939309
350円（税抜）参考小売価格 :

アルコール分：5.5％
原料フルーツ：オレンジ、パイナップル、パッシ
ョンフルーツ、リンゴ、レモン、キウイ、バナナ、グァバ、
アプリコット、マンゴー
入数：24
※2022年3月価格改定

Blood Orange Vita Vino
ブラッドオレンジ・
ヴィタ・ヴィーノ200ml

ブラッドオレンジやオレンジの果汁が
主体の微発泡で爽やかな口当たりの
フルーツワイン。甘酸っぱいブラッドオ
レンジの豊かな味わい。

POSコード：4001486939224
350円（税抜）参考小売価格 :

アルコール分：5.5％
原料フルーツ：ブラッドオレンジ、オレンジ、レモ
ン、パッションフルーツ、キウイ、パインアップル、リンゴ、
バナナ、マンゴー、アプリコット、グアバ
入数：24
※2022年3月価格改定

Mango Sparkling Wine 
マンゴースパークリング
ワイン750ml 

マンゴーを主体としたフルーツ果汁を原料
にしてつくったスパークリングワイン。2007 
年ジャパンワインチャレンジのフルーツワイ
ンカテゴリーで金賞受賞。ドイツ農産物協会
（DLG）主催コンクールで金賞受賞。

POSコード：4001486027617
1,100円（税抜）参考小売価格 :

アルコール分：8.5％
原料フルーツ：マンゴー、オレンジ、ラ
イム、キウイ、レモン　
入数：12

Mango Sparkling Wine 
マンゴースパークリング
ワイン200ml

マンゴーを主体としたフルーツ果汁を原料
にしてつくったスパークリングワイン。2007 
年ジャパンワインチャレンジのフルーツワイ
ンカテゴリーで金賞受賞。ドイツ農産物協会
（DLG）主催コンクールで金賞受賞。

POSコード：4001486027501
380円（税抜）参考小売価格 :

アルコール分：8.5％
原料フルーツ：マンゴー、オレンジ、ラ
イム、キウイ、レモン
入数：24

Pink Grapefruit Sparkling Wine 
ピンクグレープフルーツ 
スパークリングワイン750ml  

ピンクグレープフルーツらしい甘酸っぱい
味わいが口に広がる、爽やかな飲み心地
のスパークリングワイン。ジャパンワイン
チャレンジ2010銀賞受賞。ドイツ農産物
協会（DLG）主催コンクールで金賞受賞。

POSコード：4001486043150
1,100円（税抜）参考小売価格 :

アルコール分：8.5％
原料フルーツ：グレープフルーツ、ピ
ンクグレープフルーツ、キウイ、ライム
入数：12

スパーク
リング

Strawberry Sparkling Wine 
ストロベリー
スパークリングワイン

ストロベリー 100%の原料果汁を発酵
させてつくった、スパークリングワイン。
ストロベリージャムを思わせる豊かな香
りで、軽やかな味わいです。ドイツ農産物
協会（DLG）主催コンクールで銀賞受賞。

POSコード：4001486010220
1,250円（税抜）参考小売価格 :

アルコール分：8.3％
原料フルーツ：ストロベリー100％
入数：12

Blueberry Wine
ブルーベリーワイン750ml 

原料果汁は厳選したブルーベリーの
み。ブルーベリーの贅沢な味わいが楽
しめる。ドイツ農産物協会（DLG）主催
コンクールで金賞受賞。

POSコード：4001486630701
1,100円（税抜）参考小売価格 :

アルコール分：8.5％
原料フルーツ：ブルーベリー 100％
入数：12

Blueberry Wine 
ブルーベリーワイン200ml

原料果汁は厳選したブルーベリーの
み。ブルーベリーの贅沢な味わいが楽
しめる。ドイツ農産物協会（DLG）主催
コンクールで金賞受賞。

POSコード：4001486630725
380円（税抜）参考小売価格 :

アルコール分：8.5％
原料フルーツ：ブルーベリー100％
入数：24

Honey Wine 
ハニーワイン

純粋なハチミツを発酵させてつくった、優し
い甘さのワイン。ハニーワインは世界最古
のお酒とも言われ、「ハネムーン」の語源に
もなったとも言われています。ドイツ農産物
協会（DLG）主催コンクール金賞受賞。

POSコード：4001486920505
1,300円（税抜）参考小売価格 :

アルコール分：10.0％
原料：ハチミツ
入数：12

Pink Grapefruit Sparkling Wine 
ピンクグレープフルーツ 
スパークリングワイン200ml

ピンクグレープフルーツらしい甘酸っぱい
味わいが口に広がる、爽やかな飲み心地
のスパークリングワイン。ジャパンワイン
チャレンジ2010銀賞受賞。ドイツ農産物
協会（DLG）主催コンクールで金賞受賞。

POSコード：4001486043174
380円（税抜）参考小売価格 :

アルコール分：8.5％
原料フルーツ：グレープフルーツ、ピンク
グレープフルーツ、キウイ、ライム
入数：24

Katlenburger Cherry GlühWein （Hot Wine）
カトレンブルガー チェリー 
グリューワイン（ホットワイン）

チェリーの果汁でつくったフルーツワイ
ンに、ハーブやシナモン、スパイス系の
香りを加えた、温めて楽しむ冬季限定の
ホットワイン。ドイツ農産物協会（DLG）
主催コンクール金賞受賞。

POSコード：4001486918168
1,250円（税抜）参考小売価格 :

アルコール分：8.5％
原料フルーツ：チェリー、アロニア、キ
ウイ、ライム
入数：12

Katlenburger Blueberry GlühWein （Hot Wine）
カトレンブルガー ブルーベリー 
グリューワイン（ホットワイン）

ブルーベリーをベースにフルーツの果汁をブ
レンドしてつくったフルーツワインに、ハーブ
やシナモン、スパイス系の香りを加えた、温
めて楽しむ冬季限定のホットワイン。ドイツ農
産物協会（DLG）主催コンクール金賞受賞。

POSコード：4001486910124
1,250円（税抜）参考小売価格 :

アルコール分：8.5％
原料フルーツ：ブルーベリー、アロニア、
キウイ、ライム
入数：12

Katlenburger Apple Cinnamon GlühWein （Hot Wine）
カトレンブルガー アップルシナモン 
グリューワイン（ホットワイン）

リンゴをはじめとするフルーツ果汁のみを
原料に発酵させ、温めた際の香りを楽し
めるようにシナモンやハーブなどの香りを
あらかじめブレンド。ドイツ農産物協会
（DLG）主催コンクール金賞受賞。

POSコード：4001486919080
1,250円（税抜）参考小売価格 :

アルコール分：8.5％
原料フルーツ：リンゴ、キウイ、ライム
入数：12

Honey Lemon Ginger Hot （Wine）
ハニー・レモン・
ジンジャー ホット（ワイン） 

ハチミツの甘さとレモンの爽やかな酸
味に、ショウガの風味がアクセントとな
って味わいと香りを引き立てます。

POSコード：4001486916584
1,250円（税抜）参考小売価格 :

アルコール分：8.5％
原料フルーツ：キウイ、ライム、レモン
入数：12

200ml

200ml

200ml

200ml 200ml

冬季
限定

冬季
限定

冬季
限定

冬季
限定

スクリュー
キャップ

微発泡

スクリュー
キャップ

スクリュー
キャップ

発泡性

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

グリュー
ワイン

Orange & Mandarine Fruit Glüh Wein (Hot Wine)
オレンジ＆マンダリン・
フルーツグリューワイン 

キウイ・ライムからつくったフルーツワ
インをベースに、オレンジ・マンダリン
果汁を約30%加え、シナモンやクロ
ーグ等の香りをブレンドしたグリューワ
イン。

POSコード：4001486900675
1,250円（税抜）参考小売価格 :

アルコール分：8.0％
原料フルーツ：キウイ、ライム、オレンジ、
マンダリンオレンジ
入数：12

冬季
限定

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

フルーツ
ワイン

Strawberry Wine
ストロベリーワイン

ストロベリー100%を原料果実に使用
したフルーツワイン。イチゴの甘い香り
と酸味が楽しめます。少し冷やしてお
召し上がりください。ドイツ農産物協会
（DLG）主催コンクールで金賞受賞。

POSコード：4001486770209
1,100円（税抜）参考小売価格 :

アルコール分：8.5％
原料フルーツ：ストロベリー100％
入数：12

フルーツ
ワイン

Cherry Wine
チェリーワイン

チェリー 100%を原料果実に使用し
たフルーツワイン。チェリーの甘酸っぱ
い味わいが特徴的。少し冷やしてお召
し上がりください。ドイツ農産物協会
（DLG）主催コンクールで金賞受賞。

POSコード：4001486820102
1,100円（税抜）参考小売価格 :

アルコール分：8.5％
原料フルーツ：チェリー100％
入数：12

スクリュー
キャップ

スクリュー
キャップ

発泡性

スクリュー
キャップ

微発泡
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新ラベル

新ラベル 新ラベル

スパーク
リング

Strawberry Sparkling Wine 
ストロベリー
スパークリングワイン200ml

ストロベリー 100%の原料果汁を発酵
させてつくった、スパークリングワイン。
ストロベリージャムを思わせる豊かな香
りで、軽やかな味わいです。ドイツ農産物
協会（DLG）主催コンクールで銀賞受賞。

POSコード：4001486010244
400円（税抜）参考小売価格 :

アルコール分：8.3％
原料フルーツ：ストロベリー100%
入数：24

200ml

スクリュー
キャップ

発泡性

発泡性

発泡性 発泡性

スクリュー
キャップ

フルーツ
ワイン

Blackcurrant Wine
ブラックカラント（カシス）ワイン

ブラックカラントはフランス名「カシ
ス」。豊かな香り、しっかりとした酸味が
あり、少し苦みも感じさせる、甘すぎな
味わい。ドイツ農産物協会（DLG）主
催コンクールで金賞受賞。

POSコード：4001486550108
1,100円（税抜）参考小売価格 :

アルコール分：8.5％
原料フルーツ：ブラックカラント（カシ
ス）100％
入数：12

フルーツ
ワイン

Blackberry Wine
ブラックベリーワイン

ブラックベリーは、バラ科でラズベリ
ーなどと同じキイチゴの仲間。甘酸っ
ぱく、ブルーベリーよりも、少し渋みの
ある濃い味わい。ドイツ農産物協会
（DLG）主催コンクールで金賞受賞。

POSコード：4001486470109
1,100円（税抜）参考小売価格 :

アルコール分：8.5％
原料フルーツ：ブラックベリー100％

新ラベル 新ラベル

サイダー
Apple Cider 330ml
アップルサイダー

リンゴを発酵させて作った発泡性のア
ルコール飲料。みずみずしいリンゴの香
りと爽やかな酸味で、すっきりとしたや
やドライな味わい。

POSコード：4001486057294
580円（税抜）参考小売価格 :

アルコール分：5.5％
原料フルーツ：リンゴ
入数：24

330ml

スクリュー
キャップ

サイダー
Apple Cider Rose 330ml
アップルサイダー・ロゼ

リンゴを発酵させて作った発泡性のアル
コール飲料。みずみずしいリンゴの香り
に爽やかな酸味、チェリーの果汁感があ
り、すっきりとしたややドライな味わい。

POSコード：4001486057454
580円（税抜）参考小売価格 :

アルコール分：5.5％
原料フルーツ：リンゴ、チェリー
入数：24

330ml

スクリュー
キャップ

※容量表記のないものは全て750mlとなります。

ドクターディムース/カトレンブルガー社は
1925年にウイリー・ディムースによってドイツのカトレンブルグに設立された、

ヨーロッパ最大規模のフルーツワインメーカー。

ドクター・ディムース/カトレンブルガー
Dr.  Demuth  Katlenburger

Germany　Katlenburger　ドイツ　カトレンブルグ

美味しいジュース造りから生まれたフルーツワイン

ヨーロッパ最大規模のフルーツワインメーカー 世界が認める醸造技術
ドクターディムース /カトレンブルガー社は 1925 年にウイリー・ディムースに
よってドイツのカトレンブルグに設立された、ヨーロッパ最大規模のフルーツワ
インメーカー。現在は3代目のクラウス・ディムースに引き継がれている。

1日30万本のボトリングが可能な最新設備を有
し、フルーツワインだからこそ要求される徹底し
た衛生管理のもと、厳選された原料フルーツを
使用し高品質のフルーツワインを製造している。
白ワインにフルーツのフレーバーを添加するの
ではなく、フルーツ果汁そのものからつくりださ
れる「本物のフルーツワイン」の味わいは世界
中の消費者から高い支持を得ている。また、ク
ラウス・ディムースはヨーロッパフルーツワイン
協会の会長も歴任し、フルーツワインの世界的
な発展に貢献している。ドイツ農産物協会
（DLG）2007年、最高賞「プライズ・オブ・ザ・
ベスト」を受賞している。

カトレンブルグはフランクフルトの北東約250ｋｍ、ハノーバーとゴッティンゲ
ンの中間に位置し、ドクターディムース/カトレンブルガー社は空気のきれい
なこの街でワイン造りを行っている。設立当初は、自家農園で栽培するリンゴ
を使ったジュースを製造していたが、予期せずしてリンゴ果汁が発酵し美味し
いアップルスパークリングワインになることが発見された。このアップルスパ
ークリングワインを試験的に販売してみたところ大変評判となり、これをきっ
かけに様々なフルーツを使ったワインの開発が始まる。その中のひとつとし
て開発されたストロベリー果汁のスパークリングワインは、「ストロベリー・シ
ャンパン」と呼ばれ人気となり、瞬く間にドイツ国内に広がった。こうしてドイ
ツ有数のフルーツワインメーカーとして成長したドクターディムース/カトレン
ブルガー社は、1960年代中ごろに製造設備の近代化を図り自社内に研究所
を設け、本格的なフルーツワインの開発を開始した。

▲ 社長 クラウス・ディムース

▲ 美しいカトレンブルグの風景

▲ ボトリングライン

ブドウ栽培の北限を越えた産地が生んだ、天然果汁を使ったフルーツワイン
カトレンブルグが位置するドイツ北部では、ワイン用ブドウの生育が難しく、
昔からブドウ以外の果実でワインを家庭で作っていました。
そうした伝統的なフルーツワインに始まり、最新技術を取り入れながら革新的なフルーツワインも生み出し、
親子3代にわたり、こだわりのワインを作り続けています。

フルーツから生まれるワインは、ぶどうのワインに比べて糖度が高いため、二
次発酵が起らないよう細心の注意と高度な醸造技術が要求される。徹底した
衛生管理のもと、温度管理が可能な最新設備を導入し、品質の高い原料果汁
を使用して、美味しく安全なフルーツワインの醸造を実現している。原材料と
なるフルーツ果汁は、世界中から厳選されたサプライヤーから購入しワイナリ
ーに納品された時点で厳しくチェックされる。そして自社内の研究室で開発さ
れた技術によって、天然果汁からフルーツワインが造られる。厳密な温度管理
と衛生管理、そして高度な醸造技術によって、みずみずしいフルーツの味わ
いを生かしたフルーツワインが生産されている。これらの高度な技術を持つ世
界有数のフルーツワインメーカーとして注目されている。また2007年には食
品安全マネジメントシステムの国際標準規格である ISO22000 を取得し、
さらなる品質向上を目指し続けている。

▲ 自社の研究室

 

品
質
管
理

▲

スクリュー
キャップ

微発泡

新ラベル

価格
改定

スクリュー
キャップ

微発泡

新ラベル

価格
改定

スクリュー
キャップ

数量
限定

スクリュー
キャップ

数量
限定



47 48※容量表記のないものは全て750mlとなります。※ケース未満のご発注の場合、上記ミニセットは1ボール（3個）単位でお願いいたします。

※ケース未満のご発注の場合、ひとくち梅酒・ひとくちアンズ酒は1ボール（40個）、
　もぎたてゆず酒は1ボール（9個）単位でお願いいたします。

※ケース未満のご発注の場合、上記ミニセットは1ボール（3個）単位でお願いいたします。

Mini Set （Liqueur）ミニセット （リキュール）

Château Sakaori Winery　シャトー酒折ワイナリー      

ラプリエール 
トランペット ゴールド 
ミニセット NEW

12%
ALC

12%
ALC

12%
ALC

12%
ALC

12%
ALC

12%
ALC

12%
ALC

12%
ALC

12%
ALC

12%
ALC

12%
ALC 12%

ALC

12%
ALC

12%
ALC

ラプリエール（Ｇ）　
ミニセット
（エレキギター型セット）

ラプリエール（Ｇ）　
クラッシックカー　
ミニセット（ブルー）

ラプリエール（Ｇ）　
ピアノ　ミニセット　
（ブロンズ）

ラプリエール（Ｇ）　
SL　ミニセット 

ラプリエール（Ｇ）　
F1　ミニセット

ラプリエール 
ロードバイク 
ミニセット NEW

ラプリエール 
スポーツバイク 
ミニセット NEW

ラプリエール 
ゴルフ ミニセット 
（レッド） NEW

ラプリエール 
テナーサックス 
ミニセット NEW

ラプリエール スクオットボトル
（プラムリキュール）

POSコード：-　    容量：30ml　入数：160
420円（税抜）参考小売価格 :

ラプリエール 
ドラム ミニセット 
（レッド）NEW

POSコード：
4986616709413
容量：25ml
入数：3×4
※2022年7月価格改定

2,100円（税抜）
参考小売価格 :

POSコード：
4986616709499
容量：30ml
入数：3×4
※2022年7月価格改定

2,500円（税抜）
参考小売価格 :

POSコード：
4986616709482
容量：30ml
入数：3×4
※2022年7月価格改定

2,200円（税抜）
参考小売価格 :

POSコード：
4986616709468
容量：30ml
入数：3×4
※2022年7月価格改定

2,500円（税抜）
参考小売価格 :

POSコード：
4986616709475
容量：30ml
入数：3×4
※2022年7月価格改定

2,650円（税抜）
参考小売価格 :

POSコード：
4986616709505
容量：30ml
入数：3×4
※2022年7月価格改定

2,700円（税抜）
参考小売価格 :

POSコード：
4986616709437
容量：25ml
入数：3×4
※2022年 7月価格改定 

2,650円（税抜）
参考小売価格 :

POSコード：
4986616709291
容量：25ml
入数：3×4
※2022年7月価格改定

2,900円（税抜）
参考小売価格 :

POSコード：
4986616709444
容量：25ml
入数：3×4
※2022年7月価格改定

3,250円（税抜）
参考小売価格 :

POSコード：
4986616709420
容量：25ml
入数：3×4
※2022年7月価格改定

2,300円（税抜）
参考小売価格 :

POSコード：
4986616709451
容量：30ml
入数：3×4
※2022年7月価格改定

3,100円（税抜）
参考小売価格 :

ラプリエール スリムボトル 
（プラムリキュール）

POSコード：-　    容量：25ml　入数：160
370円（税抜）参考小売価格 :

ラプリエール（Ｇ）　
ミニボトル

POSコード：-　    容量：30ml　入数：160
450円（税抜）参考小売価格 :

Jap�   Liqu�rJap�����Liqu�r
ひとくち梅酒

梅の果実をかたどった可
愛らしい容器に入った、ミ
ニチュアサイズの梅酒リ
キュール。

POSコード：4995815200003
240円（税抜）参考小売価格 :

容量：49ml
入数：120

ひとくちアンズ酒

アンズの果実をかたどっ
た可愛らしい容器に入っ
た、ミニチュアサイズの
あんずのリキュール。

POSコード：4995815401004
240円（税抜）参考小売価格 :

容量：49ml
入数：120

もぎたてゆず酒

実物大の柚子の果実をか
たどった可愛らしい容器
に入った、ミニチュアサイ
ズの柚子のリキュール。

POSコード：4995815300000
400円（税抜）参考小売価格 :

容量：95ml
入数：36

12%
ALC

12%
ALC

14%
ALC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

梅酒 夏至

東京都青梅市原産の品種「梅郷」を使
用。2年以上の熟成を経て様々な原酒
とブレンドを行う。梅郷種の凛とした酸
味と熟成によるまろやかな香味が渾然
一体となった贅沢な梅酒。

POSコード：4995815205039
1,351円（税抜）参考小売価格 :

原料果汁：梅　容量：500ml
入数：12

14%
ALC 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

シャトー酒折ワイナリーは、ワイン
だけでなく高品質なリキュールも
製造しています。東京都青梅市が発
祥の大川醸造株式会社が行ってい
たリキュール製造事業をシャトー
酒折が受け継ぎ、現在は山梨県甲府
市のワイナリーで、こだわりの国産
果実を使用し、品質の高いリキュー
ルを生産しています。
「ひとくちシリーズ(梅酒・アンズ酒・
ゆず酒)」は、果実をかたどったユニ
ークな小容量容器で、アジアを対象
とした優秀なパッケージデザイン
に贈られる「Topawards Asia」を
受賞しています。

■出荷のリードタイム：当日受注分（弊社受注18：00まで）を翌営業日に出荷します。    
■送料無料となる小売価格に満たない場合はご希望の配送便により下記のご負担をお願いします。    
　（路線便は送料無料となる小売価格、或いは、ケース数に満たない場合）    

■リファー便、宅配便、宅配クール便については合計の小売価格が無料
となる場合でも1ケース当りの小売価格が￥14,400 (6入り¥7,200)
未満の商品は左表送料のご負担をお願いします。（合計の小売価格には
含めます。）   
■バラ出荷につきましては、ピックアップ、及び梱包料として1本当り
￥ 50（200ML以下商品は￥ 30）のご負担をお願いします。　但し、小
売価格￥2,000以上（税抜）／ 1本の商品につきましては弊社で負担い
たします。    
■１ケースとは12本単位とさせていただきます。但し、１ケース6本
入りの商品はケース単位のご発注につき1ケース換算させていただき
ます。    
■12：00（正午）を過ぎて当日出荷を希望される場合は、弊社出荷部門
の状況を確認の上、１ケース当り￥ 3,000（送料込み）で承ります。
（16：00ご発注分迄）但し、この場合にはリファー便、宅配クール便は
ご利用いただけません。    

※200ML、375ML商品は24本で1ケース換算させていただきます。（但し、
375MLで1ケース12本入りの商品はケース単位のご発注につき1ケース
換算）尚、187ML、500ML、1500ML、3000MLの商品、及びミニセットな
どは所定の数量で1ケース換算させていただきます。

商品受注・出荷についてのご案内

<送料表>  ※金額は全て税抜きで表示しております。

路線便

リファー便

宅配便

宅配クール便

￥60,000 以上
3ケース以上
¥350
¥600
¥1,000

￥60,000 以上
¥600
¥1,000

￥85,000 以上
¥600
¥1,000

￥120,000 以上
¥1,500
¥1,900

九州･東北
￥63,000 以上
3ケース以上
¥400
¥700
¥1,100

￥63,000 以上
¥700
¥1,100

￥85,000 以上
¥700
¥1,100

￥120,000 以上
¥1,500
¥1,900

北海道
￥70,000 以上
5ケース以上
¥550
¥1,000
¥1,400
―
―
―

￥100,000 以上
¥1,000
¥1,400

￥140,000 以上
¥1,800
¥2,200

※路線便、リファー便は納品時間のご指定ができません。 ※沖縄、離島、遠隔地につきましては担当者にご確認下さい。  

利用可能地域対象

中国・四国・近畿・中部・
北陸・信越・関東地域

無料となる小売価格

無料となるケース数

2ケース以上（ケース当）

1ケース

1ケース未満

無料となる小売価格

1ケース以上（ケース当）

1ケース未満

無料となる小売価格

1ケース以上（ケース当）

1ケース未満

無料となる小売価格

1ケース以上（ケース当）

1ケース未満

Védrenne
ヴェドレンヌ

 CDG
コンパニー・ド・ギュイエンヌ

ヴェドレンヌ社はブルゴーニュワインの産地として有名なニュイ・サン・ジョルジュの地に1919 年設立された。同社は「極
めつけのクレーム・デ・クレーム（最高のフルーツ・リキュール）」を生み出す原料果実と生産技術を持つリキュール・メー
カーで、同社のフルーツ・リキュールは生産量ではフランス第2 位だが、フランスのホテル、レストラン、バー等で使用され
るプロユースの高級フルーツ・リキュールでは抜きん出てトップの座を誇る。ヴェドレンヌ社は最高の果実生産地に近接し
た場所にあり、古くから同地の果実栽培農家と密接な関係を築き、最高品種の原料果実を入手している。最高のクレーム・ド・
カシスを生み出すノワール・ド・ブルゴーニュ種はフランス最大の購入者として他のメーカーと一線を画す存在である。

Supercassis
スーパーカシス

クレーム・ド・カシスに最良の品種ノワ
ール・ド・ブルゴーニュ種を使用して
造った最高級クレーム・ド・カシス。世
界のコンペで最多の受賞歴を誇る。

POSコード：3104941012041
2,400円（税抜）参考小売価格 :

容量：700ml
入数：12
※2022年7月価格改定

Crème de Pêche de Vigne
クレーム・ド・ペシュ

桃の香りと甘酸っぱい味わいが人気。
ヴェドレンヌのペシュは各国のバーテ
ンダーに愛される逸品。

POSコード：3376370086379
2,500円（税抜）参考小売価格 :

容量：700ml
入数：12

Liqueur de Litchi
リキュール・ド・ライチ

マダガスカル産ライチを使用したリキ
ュール。芳醇でエキゾチックなライチ
の香りが魅力。フルーティで力強くエ
レガントな味わい。無色透明なので、割
り材の色をそのまま表現できる。

POSコード：3376370097269
2,500円（税抜）参考小売価格 :

容量：700ml
入数：12

Crème de Cassis 15%
クレーム・ド・カシス 15％

最高のコスト・パフォーマンスを誇るク
レーム・ド・カシス。

POSコード：3104941002042
1,600円（税抜）参考小売価格 :

容量：700ml
入数：12
※2022年7月価格改定

Crème de Framboise
クレーム・ド・
フランボワーズ

ベリー系の中でカシスを追って世界的
に人気上昇中の木イチゴのリキュール。

POSコード：3376370086362
2,500円（税抜）参考小売価格 :

容量：700ml
入数：6

Crème d'Abricot
クレーム ダブリコ

新鮮な天然あんずで造ったリキュー
ル。

POSコード：3376370148213

容量：700ml
入数：6

2,500円（税抜）参考小売価格 :

Crème de Caramel Caramela
クレーム・ド・カラメル 
カラメラ

日仏共同開発のキャラメルのリキュー
ル。甘く、ほろ苦く、香ばしい味わい。
インターナショナルスピリッツコンペテ
ィションでも金賞を受賞、世界で認め
られた高い品質。

POSコード：3376370097078
2,300円（税抜）参考小売価格 :

容量：700ml
入数：6
※2022年7月価格改定

Green Apple
グリーンアップル

スペイン・バスク地方の伝統的な青リ
ンゴのリキュール。青リンゴの爽やかな
酸味とかすかな苦味が魅力的。

POSコード：3376376703409
2,500円（税抜）参考小売価格 :

容量：700ml
入数：6

20%
ALC

15%
ALC

15%
ALC

15%
ALC

15%
ALC

15%
ALC

18%
ALC

15%
ALC

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

Curacao Blue
ブルーキュラソー

ビターオレンジから造ったリキュール。
甘酸っぱさとほろ苦い風味が絶妙にバ
ランス。

POSコード：3376370097238

容量：700ml
入数：6

2,500円（税抜）参考小売価格 :

25%
ALCスクリュー

キャップ
スクリュー
キャップ

Crème de Pamplemousse
クレーム・ド・
ピンク・グレープフルーツ

ピンクグレープフルーツの爽やかな香
りとほのかな苦みがアクセント。フルー
ティで爽やかな酸味。

POSコード：3376370099584
2,500円（税抜）参考小売価格 :

容量：700ml
入数：6

15%
ALCスクリュー

キャップ

Sebastien Tr
averse

Crème de Fraise
クレーム・ド・フレーズ

輝いた美しい赤色。完熟した苺の甘く
芳しい香りと味わい。

POSコード：3376370097122
2,500円（税抜）参考小売価格 :

容量：700ml
入数：6

15%
ALCスクリュー

キャップ
Liqueur de Fruit de la Passion
パッションフルーツ・
リキュール

新鮮なパッション・フルーツのエキゾ
チックな香りと味わい。フレッシュな酸
味がジューシーなリキュール。

POSコード：3376370097726
2,500円（税抜）参考小売価格 :

容量：700ml
入数：6

18%
ALCスクリュー

キャップ

Crème de Chataigne
クレーム・ド・チェスナット

軽く焼いた栗の香ばしい香りとヴァニ
ラのような風味が融合した味わい。

POSコード：3376370108798
2,500円（税抜）参考小売価格 :

容量：700ml
入数：6

18%
ALCスクリュー

キャップ
Liqueur de Gingembre
ジンジャーリキュール

新鮮な生姜のスパイシーな香りと心地
よい辛みのある味わい。

POSコード：3376370140262
2,500円（税抜）参考小売価格 :

容量：700ml
入数：6

25%
ALCスクリュー

キャップ
Liqueur de Fleur de Sureau
エルダーフラワー 
リキュール

華やかなエルダーフラワーの芳しくフ
ルーティな香り。力強い風味とわずか
な辛みとライチのようなニュアンス。

POSコード：3376370103878
2,500円（税抜）参考小売価格 :

容量：700ml
入数：6

20%
ALCスクリュー

キャップ

スクリュー
キャップ

Liqueur de Rose
リキュール・ド・ローズ

美しいピンクの色合。繊細なバラの香
りをたっぷり詰め込んだバラの花束の
ようなリキュール。

POSコード：3376370097474
2,500円（税抜）参考小売価格 :

容量：700ml
入数：6

18%
ALCスクリュー

キャップ
Courriére Napoléon New Bottle
クリエール ナポレオン 
ニューボトル

原酒に高品質なアルマニャックブラン
デーを豊富にブレンドし、長期熟成さ
せることによって、果実の華やかな香
り、複雑な樽香、まろやかな味わいのブ
ランデーに仕上がっている。

ブランデー

POSコード：3257150030020

生産地：コニャック　
アルコール分：40％
入数：12
※2022年7月価格改定

ブランデー 

ワインでは味わえない芳醇な香りに
力強さ円熟のブランデーをご案内し
ます。

ブランデーのご案内ブランデーのご案内

�nce �nce 

スクリュー
キャップ

価格
改定

スクリュー
キャップ

価格
改定

スクリュー
キャップ

価格
改定

スクリュー
キャップ

価格
改定

スクリュー
キャップ

価格
改定

スクリュー
キャップ

価格
改定

スクリュー
キャップ

価格
改定

スクリュー
キャップ

価格
改定

スクリュー
キャップ

価格
改定

スクリュー
キャップ

価格
改定

スクリュー
キャップ

価格
改定

オープン価格参考小売価格 :

在庫限り終売

価格
改定

スクリュー
キャップ

価格
改定

スクリュー
キャップ

価格
改定



47 48※容量表記のないものは全て750mlとなります。※ケース未満のご発注の場合、上記ミニセットは1ボール（3個）単位でお願いいたします。

※ケース未満のご発注の場合、ひとくち梅酒・ひとくちアンズ酒は1ボール（40個）、
　もぎたてゆず酒は1ボール（9個）単位でお願いいたします。

※ケース未満のご発注の場合、上記ミニセットは1ボール（3個）単位でお願いいたします。

Mini Set （Liqueur）ミニセット （リキュール）

Château Sakaori Winery　シャトー酒折ワイナリー      

ラプリエール 
トランペット ゴールド 
ミニセット NEW

12%
ALC

12%
ALC

12%
ALC

12%
ALC

12%
ALC

12%
ALC

12%
ALC

12%
ALC

12%
ALC

12%
ALC

12%
ALC 12%

ALC

12%
ALC

12%
ALC

ラプリエール（Ｇ）　
ミニセット
（エレキギター型セット）

ラプリエール（Ｇ）　
クラッシックカー　
ミニセット（ブルー）

ラプリエール（Ｇ）　
ピアノ　ミニセット　
（ブロンズ）

ラプリエール（Ｇ）　
SL　ミニセット 

ラプリエール（Ｇ）　
F1　ミニセット

ラプリエール 
ロードバイク 
ミニセット NEW

ラプリエール 
スポーツバイク 
ミニセット NEW

ラプリエール 
ゴルフ ミニセット 
（レッド） NEW

ラプリエール 
テナーサックス 
ミニセット NEW

ラプリエール スクオットボトル
（プラムリキュール）

POSコード：-　    容量：30ml　入数：160
420円（税抜）参考小売価格 :

ラプリエール 
ドラム ミニセット 
（レッド）NEW

POSコード：
4986616709413
容量：25ml
入数：3×4
※2022年7月価格改定

2,100円（税抜）
参考小売価格 :

POSコード：
4986616709499
容量：30ml
入数：3×4
※2022年7月価格改定

2,500円（税抜）
参考小売価格 :

POSコード：
4986616709482
容量：30ml
入数：3×4
※2022年7月価格改定

2,200円（税抜）
参考小売価格 :

POSコード：
4986616709468
容量：30ml
入数：3×4
※2022年7月価格改定

2,500円（税抜）
参考小売価格 :

POSコード：
4986616709475
容量：30ml
入数：3×4
※2022年7月価格改定

2,650円（税抜）
参考小売価格 :

POSコード：
4986616709505
容量：30ml
入数：3×4
※2022年7月価格改定

2,700円（税抜）
参考小売価格 :

POSコード：
4986616709437
容量：25ml
入数：3×4
※2022年 7月価格改定 

2,650円（税抜）
参考小売価格 :

POSコード：
4986616709291
容量：25ml
入数：3×4
※2022年7月価格改定

2,900円（税抜）
参考小売価格 :

POSコード：
4986616709444
容量：25ml
入数：3×4
※2022年7月価格改定

3,250円（税抜）
参考小売価格 :

POSコード：
4986616709420
容量：25ml
入数：3×4
※2022年7月価格改定

2,300円（税抜）
参考小売価格 :

POSコード：
4986616709451
容量：30ml
入数：3×4
※2022年7月価格改定

3,100円（税抜）
参考小売価格 :

ラプリエール スリムボトル 
（プラムリキュール）

POSコード：-　    容量：25ml　入数：160
370円（税抜）参考小売価格 :

ラプリエール（Ｇ）　
ミニボトル

POSコード：-　    容量：30ml　入数：160
450円（税抜）参考小売価格 :

Jap�   Liqu�rJap�����Liqu�r
ひとくち梅酒

梅の果実をかたどった可
愛らしい容器に入った、ミ
ニチュアサイズの梅酒リ
キュール。

POSコード：4995815200003
240円（税抜）参考小売価格 :

容量：49ml
入数：120

ひとくちアンズ酒

アンズの果実をかたどっ
た可愛らしい容器に入っ
た、ミニチュアサイズの
あんずのリキュール。

POSコード：4995815401004
240円（税抜）参考小売価格 :

容量：49ml
入数：120

もぎたてゆず酒

実物大の柚子の果実をか
たどった可愛らしい容器
に入った、ミニチュアサイ
ズの柚子のリキュール。

POSコード：4995815300000
400円（税抜）参考小売価格 :

容量：95ml
入数：36

12%
ALC

12%
ALC

14%
ALC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

梅酒 夏至

東京都青梅市原産の品種「梅郷」を使
用。2年以上の熟成を経て様々な原酒
とブレンドを行う。梅郷種の凛とした酸
味と熟成によるまろやかな香味が渾然
一体となった贅沢な梅酒。

POSコード：4995815205039
1,351円（税抜）参考小売価格 :

原料果汁：梅　容量：500ml
入数：12

14%
ALC 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

シャトー酒折ワイナリーは、ワイン
だけでなく高品質なリキュールも
製造しています。東京都青梅市が発
祥の大川醸造株式会社が行ってい
たリキュール製造事業をシャトー
酒折が受け継ぎ、現在は山梨県甲府
市のワイナリーで、こだわりの国産
果実を使用し、品質の高いリキュー
ルを生産しています。
「ひとくちシリーズ(梅酒・アンズ酒・
ゆず酒)」は、果実をかたどったユニ
ークな小容量容器で、アジアを対象
とした優秀なパッケージデザイン
に贈られる「Topawards Asia」を
受賞しています。

■出荷のリードタイム：当日受注分（弊社受注18：00まで）を翌営業日に出荷します。    
■送料無料となる小売価格に満たない場合はご希望の配送便により下記のご負担をお願いします。    
　（路線便は送料無料となる小売価格、或いは、ケース数に満たない場合）    

■リファー便、宅配便、宅配クール便については合計の小売価格が無料
となる場合でも1ケース当りの小売価格が￥14,400 (6入り¥7,200)
未満の商品は左表送料のご負担をお願いします。（合計の小売価格には
含めます。）   
■バラ出荷につきましては、ピックアップ、及び梱包料として1本当り
￥ 50（200ML以下商品は￥ 30）のご負担をお願いします。　但し、小
売価格￥2,000以上（税抜）／ 1本の商品につきましては弊社で負担い
たします。    
■１ケースとは12本単位とさせていただきます。但し、１ケース6本
入りの商品はケース単位のご発注につき1ケース換算させていただき
ます。    
■12：00（正午）を過ぎて当日出荷を希望される場合は、弊社出荷部門
の状況を確認の上、１ケース当り￥ 3,000（送料込み）で承ります。
（16：00ご発注分迄）但し、この場合にはリファー便、宅配クール便は
ご利用いただけません。    

※200ML、375ML商品は24本で1ケース換算させていただきます。（但し、
375MLで1ケース12本入りの商品はケース単位のご発注につき1ケース
換算）尚、187ML、500ML、1500ML、3000MLの商品、及びミニセットな
どは所定の数量で1ケース換算させていただきます。

商品受注・出荷についてのご案内

<送料表>  ※金額は全て税抜きで表示しております。

路線便

リファー便

宅配便

宅配クール便

￥60,000 以上
3ケース以上
¥350
¥600
¥1,000

￥60,000 以上
¥600
¥1,000

￥85,000 以上
¥600
¥1,000

￥120,000 以上
¥1,500
¥1,900

九州･東北
￥63,000 以上
3ケース以上
¥400
¥700
¥1,100

￥63,000 以上
¥700
¥1,100

￥85,000 以上
¥700
¥1,100

￥120,000 以上
¥1,500
¥1,900

北海道
￥70,000 以上
5ケース以上
¥550
¥1,000
¥1,400
―
―
―

￥100,000 以上
¥1,000
¥1,400

￥140,000 以上
¥1,800
¥2,200

※路線便、リファー便は納品時間のご指定ができません。 ※沖縄、離島、遠隔地につきましては担当者にご確認下さい。  

利用可能地域対象

中国・四国・近畿・中部・
北陸・信越・関東地域

無料となる小売価格

無料となるケース数

2ケース以上（ケース当）

1ケース

1ケース未満

無料となる小売価格

1ケース以上（ケース当）

1ケース未満

無料となる小売価格

1ケース以上（ケース当）

1ケース未満

無料となる小売価格

1ケース以上（ケース当）

1ケース未満

Védrenne
ヴェドレンヌ

 CDG
コンパニー・ド・ギュイエンヌ

ヴェドレンヌ社はブルゴーニュワインの産地として有名なニュイ・サン・ジョルジュの地に1919 年設立された。同社は「極
めつけのクレーム・デ・クレーム（最高のフルーツ・リキュール）」を生み出す原料果実と生産技術を持つリキュール・メー
カーで、同社のフルーツ・リキュールは生産量ではフランス第2 位だが、フランスのホテル、レストラン、バー等で使用され
るプロユースの高級フルーツ・リキュールでは抜きん出てトップの座を誇る。ヴェドレンヌ社は最高の果実生産地に近接し
た場所にあり、古くから同地の果実栽培農家と密接な関係を築き、最高品種の原料果実を入手している。最高のクレーム・ド・
カシスを生み出すノワール・ド・ブルゴーニュ種はフランス最大の購入者として他のメーカーと一線を画す存在である。

Supercassis
スーパーカシス

クレーム・ド・カシスに最良の品種ノワ
ール・ド・ブルゴーニュ種を使用して
造った最高級クレーム・ド・カシス。世
界のコンペで最多の受賞歴を誇る。

POSコード：3104941012041
2,400円（税抜）参考小売価格 :

容量：700ml
入数：12
※2022年7月価格改定

Crème de Pêche de Vigne
クレーム・ド・ペシュ

桃の香りと甘酸っぱい味わいが人気。
ヴェドレンヌのペシュは各国のバーテ
ンダーに愛される逸品。

POSコード：3376370086379
2,500円（税抜）参考小売価格 :

容量：700ml
入数：12

Liqueur de Litchi
リキュール・ド・ライチ

マダガスカル産ライチを使用したリキ
ュール。芳醇でエキゾチックなライチ
の香りが魅力。フルーティで力強くエ
レガントな味わい。無色透明なので、割
り材の色をそのまま表現できる。

POSコード：3376370097269
2,500円（税抜）参考小売価格 :

容量：700ml
入数：12

Crème de Cassis 15%
クレーム・ド・カシス 15％

最高のコスト・パフォーマンスを誇るク
レーム・ド・カシス。

POSコード：3104941002042
1,600円（税抜）参考小売価格 :

容量：700ml
入数：12
※2022年7月価格改定

Crème de Framboise
クレーム・ド・
フランボワーズ

ベリー系の中でカシスを追って世界的
に人気上昇中の木イチゴのリキュール。

POSコード：3376370086362
2,500円（税抜）参考小売価格 :

容量：700ml
入数：6

Crème d'Abricot
クレーム ダブリコ

新鮮な天然あんずで造ったリキュー
ル。

POSコード：3376370148213

容量：700ml
入数：6

2,500円（税抜）参考小売価格 :

Crème de Caramel Caramela
クレーム・ド・カラメル 
カラメラ

日仏共同開発のキャラメルのリキュー
ル。甘く、ほろ苦く、香ばしい味わい。
インターナショナルスピリッツコンペテ
ィションでも金賞を受賞、世界で認め
られた高い品質。

POSコード：3376370097078
2,300円（税抜）参考小売価格 :

容量：700ml
入数：6
※2022年7月価格改定

Green Apple
グリーンアップル

スペイン・バスク地方の伝統的な青リ
ンゴのリキュール。青リンゴの爽やかな
酸味とかすかな苦味が魅力的。

POSコード：3376376703409
2,500円（税抜）参考小売価格 :

容量：700ml
入数：6

20%
ALC

15%
ALC

15%
ALC

15%
ALC

15%
ALC

15%
ALC

18%
ALC

15%
ALC

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

Curacao Blue
ブルーキュラソー

ビターオレンジから造ったリキュール。
甘酸っぱさとほろ苦い風味が絶妙にバ
ランス。

POSコード：3376370097238

容量：700ml
入数：6

2,500円（税抜）参考小売価格 :

25%
ALCスクリュー

キャップ
スクリュー
キャップ

Crème de Pamplemousse
クレーム・ド・
ピンク・グレープフルーツ

ピンクグレープフルーツの爽やかな香
りとほのかな苦みがアクセント。フルー
ティで爽やかな酸味。

POSコード：3376370099584
2,500円（税抜）参考小売価格 :

容量：700ml
入数：6

15%
ALCスクリュー

キャップ

Sebastien Tr
averse

Crème de Fraise
クレーム・ド・フレーズ

輝いた美しい赤色。完熟した苺の甘く
芳しい香りと味わい。

POSコード：3376370097122
2,500円（税抜）参考小売価格 :

容量：700ml
入数：6

15%
ALCスクリュー

キャップ
Liqueur de Fruit de la Passion
パッションフルーツ・
リキュール

新鮮なパッション・フルーツのエキゾ
チックな香りと味わい。フレッシュな酸
味がジューシーなリキュール。

POSコード：3376370097726
2,500円（税抜）参考小売価格 :

容量：700ml
入数：6

18%
ALCスクリュー

キャップ

Crème de Chataigne
クレーム・ド・チェスナット

軽く焼いた栗の香ばしい香りとヴァニ
ラのような風味が融合した味わい。

POSコード：3376370108798
2,500円（税抜）参考小売価格 :

容量：700ml
入数：6

18%
ALCスクリュー

キャップ
Liqueur de Gingembre
ジンジャーリキュール

新鮮な生姜のスパイシーな香りと心地
よい辛みのある味わい。

POSコード：3376370140262
2,500円（税抜）参考小売価格 :

容量：700ml
入数：6

25%
ALCスクリュー

キャップ
Liqueur de Fleur de Sureau
エルダーフラワー 
リキュール

華やかなエルダーフラワーの芳しくフ
ルーティな香り。力強い風味とわずか
な辛みとライチのようなニュアンス。

POSコード：3376370103878
2,500円（税抜）参考小売価格 :

容量：700ml
入数：6

20%
ALCスクリュー

キャップ

スクリュー
キャップ

Liqueur de Rose
リキュール・ド・ローズ

美しいピンクの色合。繊細なバラの香
りをたっぷり詰め込んだバラの花束の
ようなリキュール。

POSコード：3376370097474
2,500円（税抜）参考小売価格 :

容量：700ml
入数：6

18%
ALCスクリュー

キャップ
Courriére Napoléon New Bottle
クリエール ナポレオン 
ニューボトル

原酒に高品質なアルマニャックブラン
デーを豊富にブレンドし、長期熟成さ
せることによって、果実の華やかな香
り、複雑な樽香、まろやかな味わいのブ
ランデーに仕上がっている。

ブランデー

POSコード：3257150030020

生産地：コニャック　
アルコール分：40％
入数：12
※2022年7月価格改定

ブランデー 

ワインでは味わえない芳醇な香りに
力強さ円熟のブランデーをご案内し
ます。

ブランデーのご案内ブランデーのご案内

�nce �nce 

スクリュー
キャップ

価格
改定

スクリュー
キャップ

価格
改定

スクリュー
キャップ

価格
改定

スクリュー
キャップ

価格
改定

スクリュー
キャップ

価格
改定

スクリュー
キャップ

価格
改定

スクリュー
キャップ

価格
改定

スクリュー
キャップ

価格
改定

スクリュー
キャップ

価格
改定

スクリュー
キャップ

価格
改定

スクリュー
キャップ

価格
改定

オープン価格参考小売価格 :

在庫限り終売

価格
改定

スクリュー
キャップ

価格
改定

スクリュー
キャップ

価格
改定



木下インターナショナル株式会社 東京本社  〒104-0042 東京都中央区入船二丁目2番14号 U-AXIS 6階 TEL：03-3553-0721  FAX：03-3553-0993
京都支店  〒601-8187 京都市南区上鳥羽北村山町 94 番地  TEL：075-681- 0721  FAX：075-681- 0723

https://www.kinoshita-intl.co.jp
東京本社  〒104-0042 東京都中央区入船二丁目2番14号 U-AXIS 6階 TEL：03-3553-0721  FAX：03-3553-0993
京都支店  〒601-8187 京都市南区上鳥羽北村山町 94 番地  TEL：075-681- 0721  FAX：075-681- 0723
東京本社  〒104-0042 東京都中央区入船二丁目2番14号 U-AXIS 6階 TEL：03-3553-0721  FAX：03-3553-0993
京都支店  〒601-8187 京都市南区上鳥羽北村山町 94 番地  TEL：075-681- 0721  FAX：075-681- 0723

Passion for  Good Life with Good Wine https://www.kinoshita-intl.co.jphttps://www.kinoshita-intl.co.jp

ワインは人と自然が織りなすアート

＊2022年7月1日現在

2022

取り扱い商品リスト
Wine/Fruit wine/Fortified wine/Liqueur/

Brandy/Beer/Gin/Rum 

KINOSHITA
INTERNATIONAL

-

メルマガ登録はこちら

新着ワインやイベント情報
などをご案内いたします


