
デュラス
コート・デュ・ローヌ ルージュ
サン・エスプリ

北部ローヌに本拠地を置くデュラスの個性を
活かした逸品。シラー種がもたらす複雑で力
強いアロマに溢れます。卓越したエレガントな
味わいは、他のコート・デュ・ローヌとは一線
を画します。発酵及び熟成は、フレッシュなア
ロマを残す為にステンレスタンクで行います。

希望小売価格 ¥1,900
容量：750ml　入数：6
弊社コード：427018
JANコード：3359950335272

フランス、ローヌ、コート・デュ・ローヌ
品種：シラー、グルナッシュ

赤

DELAS
COTES DU RHONE ROUGE
SAINT ESPRIT

良質のグルナッシュ・ブランを使用し、デュラ
ス独自の味わいを巧みに表現。白い花やエキ
ゾチックフルーツのアロマが爽やかに広がり
ます。フレッシュな酸とコクのある果実味が
バランス良く溶け合っている。快活さを残す
為に低温発酵し、ステンレスタンクで熟成。

希望小売価格 ¥1,900
容量：750ml　入数：6
弊社コード：427019
JANコード：3359950335135

デュラス
コート・デュ・ローヌ ブラン
サン・エスプリ

フランス、ローヌ、コート・デュ・ローヌ
品種：グルナッシュ・ブラン、クレレット、ブール・ブーラン、ヴィオニエ

白

DELAS
COTES DU RHONE BLANC
SAINT ESPRIT

ワイルドベリーとスパイスの力強いアロマで、
まさに「シラー」の典型的な香り。カシスやレッド
ベリーの力強い風味が、ワインの奥にある滑ら
かな果実を包み込んでいる。除梗後、密閉した
タンクで約15日間かけて発酵。圧搾と澱引きの
後、タンクでマロラクティック発酵を行います。

希望小売価格 ￥1,600
容量：750ml　入数：6
弊社コード：428744
JANコード：3359950348227

デュラス
ヴァン・ド・ペイ・ドック
シラー

フランス、ラングドック・ルーション、ヴァン・ド・ペイ・ドック
品種：シラー100%

赤

DELAS
VIN DE PAYS D’OC
SYRAH

ヴァントー山の南傾斜地で造られたハイコスト
パフォーマンスワイン。赤系果実の力強いアロ
マが溢れ出し、濃厚な味わいでありながらエレ
ガントな酸がアクセントに。グルナッシュは伝
統的手法によりステンレスタンクで発酵。シラー
は独自のアロマを引き出す為に全房発酵。

希望小売価格 ¥1,700
容量：750ml　入数：6
弊社コード：427020
JANコード：3359950336019

デュラス
ヴァントー

フランス、ローヌ、ヴァントー
品種：グルナッシュ主体、シラー

赤

DELAS
VENTOUX

名跡ポン・デュ・ガールに近い粘土石灰質の
丘で育つヴィオニエを使用。エキゾチックフ
ルーツや白桃の香りが心地良く広がります。
デュラスならではのクリアでピュアな味わい
を見事に表現しています。夜間に収穫し低温
で発酵。ステンレスタンクで熟成。

希望小売価格 ¥1,600
容量：750ml　入数：6
弊社コード：427021
JANコード：3359950335753

デュラス
ヴァン・ド・ペイ・ドック
ヴィオニエ

フランス、ラングドック・ルーション、ヴァン・ド・ペイ・ドック
品種：ヴィオニエ 100％

白

DELAS
VIN DE PAYS D'OC
VIOGNIER

カシスや甘草等、繊細かつ力強いアロマ。
僅かな樽香も感じられます。引き締まった
骨格と滑らかなテクスチャーが、繊細さや
凝縮味をワインに与えています。手摘みで
収穫後、コンクリート製タンクで発酵。木樽
（新樽50％）で14～16カ月熟成。

希望小売価格 ¥15,000
容量：750ml　入数：6
弊社コード：427010
JANコード：3359950319425

デュラス
コート・ロティ
セニュール・ド・モージロン

フランス、ローヌ、コート・ロティ
品種：シラー 100%

赤

DELAS
COTE ROTIE
SEIGNEUR DE MAUGIRON

エキゾチックなフルーツのアロマが立ち上
がる。キレのある酸をエレガントな果実味
が包み込み、全体のバランスを整えていま
す。とろみのあるテクスチャーもこのワイン
に更なる個性を与えている。全て新樽で発
酵後、澱と共に約6カ月間熟成。

希望小売価格 ¥11,000
容量：750ml　入数：6
弊社コード：427013
JANコード：3359950318794

デュラス
コンドリュー
クロ・ブーシェ

フランス、ローヌ、コンドリュー
品種：ヴィオニエ 100%

白

DELAS
CONDRIEU
CLOS BOUCHER

力強いスパイス香や甘草のアロマが特徴
的。繊細で引き締まったタンニンが、力強
く凝縮味を持って口中に広がります。コン
クリートタンクで10日程発酵後、適度に要
素を抽出する為、8～10日間のマセラシオ
ン。60HLの木樽で14カ月熟成。

希望小売価格 ¥6,500
容量：750ml　入数：6
弊社コード：427014
JANコード：3359950320742

デュラス
シャトーヌフ・デュ・パプ
オート・ピエール

フランス、ローヌ、シャトーヌフ・デュ・パプ
品種：グルナッシュ 90%、シラー 10％

赤

DELAS
CHATEAUNEUF DU PAPE ROUGE 
HAUTE PIERRE

柑橘、アプリコット、黄桃など果実に繊細な花のアロマ。続いて
ビスキュイやアーモンド、酵母の香りが複雑さをプラス。フルーティ
な味わいと程よい酸のバランスの良さが魅力の1本です。

コルテアウラ
フランチャコルタ  ブリュット

イタリア、ロンバルディア
品種：シャルドネ90%、ピノ・ネロ10%
瓶内熟成：36カ月以上

希望小売価格 ￥4,500　容量：750ml　入数：6
弊社コード：425881
JANコード：8055348590012

CORTEAURA
FRANCIACORTA BRUT

通常よりもガス圧を抑えた、柔らかでクリーミーな味わいが特徴
のサテン。きめ細やかでシルキーな泡が心地よく続きます。白い
花、熟した柑橘系果実のアロマに焼きたてパンの酵母の香り。
やや高めの酸味がすっきりとした印象で、魚介類との相性は抜群
です。

コルテアウラ
フランチャコルタ サテン

イタリア、ロンバルディア
品種：シャルドネ100%
瓶内熟成：40カ月以上

希望小売価格 ￥5,700　容量：750ml　入数：6
弊社コード：425882
JANコード：8055348590029

CORTEAURA
FRANCIACORTA SATEN

オレンジピール、マンゴー、グァバなど熟したトロピカルフルーツの
香りに太陽の恵みを感じます。55カ月もの長い熟成期間から生まれ
るドライフルーツやドライフラワーの香りが、トースト香と相まって
極めて複雑な印象。素晴らしい個性を感じるミレジマートです。

コルテアウラ
フランチャコルタ サテン ミレジマート 2013

イタリア、ロンバルディア
品種：シャルドネ65%、ピノ・ネロ35%
瓶内熟成：54カ月以上

希望小売価格 ￥7,000　容量：750ml　入数：6
弊社コード：425883
JANコード：8055348590166

CORTEAURA
FRANCIACORTA SATEN MILLESIMATO 2013

ドサージュしていないため、ブドウ本来のピュアな旨みが味わえる極辛
口。洋梨、柑橘、アプリコットなど幾重にも広がる果実の香りにタイ
ムやハーブなどの爽やかな香りも。時間と共にバニラやトースト、蜂
蜜のニュアンスも加わり、どんどん印象が変わります。迫力のフル
ボディと余韻の長さに、フランチャコルタの真髄を感じる1本です。

コルテアウラ
フランチャコルタ インセ パ ドセ

イタリア、ロンバルディア
品種：シャルドネ65%、ピノ・ネロ35%
瓶内熟成：54カ月以上

希望小売価格 ￥12,700　容量：750ml　入数：6
弊社コード：425884
JANコード：8055348590197

CORTEAURA
FRANCIACORTA INSE PAS DOSE

CORTEAUR A
コルテアウラ

最低瓶内熟成期間36カ月以上！ シャンパーニュを超えるフランチャコルタ

「地域に強く根付いたワインを造る」という夢を実現するために、現当主フェデリコ・フォッサーティが
2009年、フランチャコルタの中心地アルド村にワイナリーを設立。経験豊富なスパークリングワイン造りの
専門家ピエランジェロ・ボノーミーと協力し、最新技術を駆使したワイナリーから、土地の個性を生かしな
がら長期熟成にこだわったフランチャコルタを造っています。

スパークリング
スパークリング

スパークリング スパークリング

◆デキャンタワールドワインアワード 2019銀賞
赤受賞歴

◆ The Champagne＆Sparkling Wine 2019 金賞（2012VT）
◆デキャンタワールドワインアワード 2020 プラチナ賞 97pt 及び
「Top 20 Sparkling Wine of 2020」にランクイン（2013VT）

赤

◆デキャンタワールドワインアワード 2019銅賞
赤受賞歴 受賞歴
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