
INDOMITA
インドミタ

“とてつもないコスパを誇る”ワインをチリで発掘

インドミタは2001年に設立されたチリの新進気鋭のワイナリー。チリで今最も活気ある産地のひ
とつである「カサブランカ・ヴァレー」とチリの銘醸地として知られる「マイポ・ヴァレー」に500ha
を超える自社畑を所有。コンテスト、品評会で数々の受賞歴を誇る驚きのコストパフォーマンスを
誇ります。

チリ白のメッカ、カサブランカ・
ヴァレー産の最高級シャルドネ
を100％使用したプレミアムワイ
ン。黄金色に輝く色味、洋梨やオ
レンジを思わせるアロマに樽の
バニラが溶け込み、なめらかで
クリーミーな口当たり。

希望小売価格 ¥2,100
容量：750ml
入数：6
弊社コード：411833
JANコード：7809623801628

インドミタ デュエット
プレミアム
シャルドネ

チリ、カサブランカ・ヴァレー
品種：シャルドネ100%

白

チリの銘醸地マイポ・ヴァレー
で有機栽培で育てたカベルネ
を使用。溢れんばかりのピュア
な果実味に、ベリー系のアロマ
と程よいボリューム感。

希望小売価格 ¥1,500
容量：750ml
入数：12
弊社コード：417373
JANコード：7809623802342

インドミタ キンタス
オーガニック
カベルネ・ソーヴィニヨン

チリ、マイポ・ヴァレー
品種：カベルネ・ソーヴィニヨン100%

赤

全て手摘みの収穫で上質なブ
ドウのみを使用したワンランク
上のグラン・レゼルバシリーズ。
濃厚な果実味と柔らかい酸味
のバランスが素晴らしいフルボ
ディの赤。

希望小売価格 ¥1,500
容量：750ml
入数：12
弊社コード：411832
JANコード：7809623800034

インドミタ
グラン・レゼルバ
カベルネ・ソーヴィニヨン

チリ、マイポ・ヴァレー
品種：カベルネ・ソーヴィニヨン100%

赤

チリの銘醸地マイポ・ヴァレー
を代表するカベルネとカルメ
ネールの良いところを相乗させ
て最大限に引き出したプレミア
ムワイン。12カ月もの間フレンチ
オークで熟成されたその味わい
は実にエレガント。

希望小売価格 ¥2,100
容量：750ml
入数：6
弊社コード：411834
JANコード：7809623801376

インドミタ デュエット
プレミアム
カベルネソーヴィニヨン＆
カルメネール

チリ、マイポ・ヴァレー
品種：カベルネ・ソーヴィニヨン、カルメネール

赤

ピノ・ノワールとは思えないほど
果実味が凝縮していて、その味
わいはまるで煮詰めたイチゴ
ジャムのよう！バラのようなアロ
マが華やかに広がります。

希望小売価格 ¥1,500
容量：750ml
入数：12
弊社コード：411906
JANコード：7809623802274

インドミタ
グラン・レゼルバ
ピノ・ノワール

チリ、カサブランカ・ヴァレー
品種：ピノ・ノワール100%

赤

冷涼な気候を好むピノ・ノワールの
栽培に大成功を収めているカサブ
ランカ・ヴァレー。そこで育った最高
級ピノを100％使用したプレミアムワ
インです。熟した赤果実のアロマが
華やかで舌触りは柔らかく繊細。と
てもエレガントな味わいです。

希望小売価格 ¥2,100
容量：750ml
入数：6
弊社コード：411565
JANコード：7809623801635

インドミタ デュエット
プレミアム
ピノ・ノワール

チリ、カサブランカ・ヴァレー
品種：ピノ・ノワール100%

赤

カサブランカ・ヴァレー産の高
品質なシャルドネを使用。トロ
ピカルフルーツのような華やか
な香りが特徴。シャープな酸味
とふくよかな果実味とのバラン
スが絶妙！

希望小売価格 ¥1,500
容量：750ml
入数：12
弊社コード：411830
JANコード：7809623800386

インドミタ
グラン・レゼルバ
シャルドネ

チリ、カサブランカ・ヴァレー
品種：シャルドネ100%

白

ソーヴィニヨン・ブランの持ち味
を良く引き出した仕上り。すが
すがしいハーブとフルーティー
な香りがエレガント。爽やかな
口当たりと心地良く続く余韻は
絶品！

希望小売価格 ¥1,500
容量：750ml
入数：12
弊社コード：411831
JANコード：7809623801338

インドミタ
グラン・レゼルバ
ソーヴィニヨン・ブラン

チリ、カサブランカ・ヴァレー
品種：ソーヴィニヨン・ブラン100%

白

極度に収穫を遅らせて糖度を上
げることで生み出される上質な
甘口ワイン。蜂蜜や白桃を思わ
せるアロマが魅力的で、程よい
酸味と濃厚な甘みのバランスが
絶妙です。

希望小売価格 ¥1,500
容量：500ml
入数：18
弊社コード：411566
JANコード：7809623801710

インドミタ
レイト・ハーベスト

チリ、カサブランカ・ヴァレー
品種：ゲヴェルツ・トラミネール、ソーヴィニヨン・ブラン

白

インドミタシリーズ最高峰ワイン。
2010年産がワインガイド「デスコ
ルチャドス」で92点、第2のパー
カーことステファン・タンザーで
90点、カタドール・コンクールでは
金賞受賞！過去にも4つの金賞や
パーカー90点を連続獲得。

希望小売価格 ¥3,500
容量：750ml
入数：6
弊社コード：417132
JANコード：7809623801475

インドミタ サルドス
ウルトラ・プレミアム

チリ、マイポ・ヴァレー
品種：カベルネ・ソーヴィニヨン100%

赤

PREMIUM

GRAN RESERVA LATE HERVEST

DUETTE ORGANIC

INDOMITA
LATE HARVEST

INDOMITA
GRAN RESERVA
SAUVIGNON BLANC

INDOMITA
GRAN RESERVA
CHARDONNAY

INDOMITA
GRAN RESERVA
PINOT NOIR

INDOMITA
GRAN RESERVA
CABERNET SAUVIGNON

INDOMITA QUINTUS
ORGANIC
CABERNET SAUVIGNON

INDOMITA DUETTE
PREMIUM
CHARDONNAY

INDOMITA DUETTE
PREMIUM
PINOT NOIRT

INDOMITA DUETTE
PREMIUM
CABERNET SAUVIGNON

INDOMITA ZARDOZ
ULTRA PREMIUM

インドミタ
カベルネ・ソーヴィニヨン
INDOMITA
CABERNET SAUVIGNON

チリ、セントラル・ヴァレー
品種：カベルネ・ソーヴィニヨン100%

インドミタ
カルメネール
INDOMITA
CARMENERE

チリ、セントラル・ヴァレー
品種：カルメネール100%

インドミタ
シャルドネ
INDOMITA
CHARDONNAY

チリ、セントラル・ヴァレー
品種：シャルドネ100%

インドミタ
ソーヴィニヨン・ブラン
INDOMITA
SAUVIGON BLANC

チリ、セントラル・ヴァレー
品種：ソーヴィニヨン・ブラン100%

インドミタ
ブリュット
INDOMITA
BRUT

チリ、カサブランカ・ヴァレー
品種：シャルドネ60%、ピノ・ノワール40%

インドミタ
ブリュット ロゼ
INDOMITA
BRUT ROSE

チリ、カサブランカ・ヴァレー
品種：ピノ・ノワール90%、ピノ・グリ10%

希望小売価格 ¥1,500
容量：750ml
入数：6
弊社コード：418454
JANコード：7809623803776

スパークリング

インドミタ クラシック
カベルネ・ソーヴィニヨン
INDOMITA CLASSIC
CABERNET SAUVIGNON

チリ、セントラル・ヴァレー
品種：カベルネ・ソーヴィニヨン100％

インドミタ クラシック
シャルドネ
INDOMITA CLASSIC
CHARDONNAY

チリ、セントラル・ヴァレー
品種：シャルドネ100％

希望小売価格 ￥1,000
容量：750ml
入数：12
弊社コード：427414
JANコード：7809623805602

赤 スクリュー

希望小売価格 ¥1,500
容量：750ml
入数：6
弊社コード：418467
JANコード：7809623803783

スパークリング ロゼ

希望小売価格 ￥1,000
容量：750ml
入数：12
弊社コード：427415
JANコード：7809623805596

白 スクリュー

冷涼な気候のカサブランカ・ヴァレーの高
品質なブドウを使用。青りんごやパイナッ
プル、新鮮なパンのような香り、バランス
の良い酸、クリーミーできめの細やかな泡
が楽しめます。

冷涼な気候のカサブランカ・ヴァレーの高
品質なブドウを使用。いちごやチェリーを
想わせる香り。フレッシュな香り、フレッ
シュな口当たり、きめ細やかな泡。

ベリー系のフルーティーなアロマと心地
よいタンニン。チャーミングで親しみや
すさが魅力。しっかりとしたボディながら
濃厚すぎずバランスが良く、料理全般に
合います。

パイナップルや洋梨のアロマとフルー
ティーな味わいが特徴。フレッシュな
ミネラルや柔らかな酸と果実味のバランス
が良く、魚料理やクリームソース系によく
合います。

カベルネらしい渋みとほどよいコク、フルー
ティーな果実味はデイリーに飲みたい味
わい。

フルーティーさとチョコのようなやわらかな
コクが魅力。

パイナップルや洋梨のアロマとフルー
ティーな味わいが特徴です。

白い花とシトラスの香り。ほどよいミネラル
と酸味が特徴です。

CLASSIC  ～何者にも支配されない、時代を超えて認められる名作！～SPARKLING

VARIETAL

希望小売価格 ¥800
容量：750ml
入数：12
弊社コード：411829
JANコード：7809623800485

赤 スクリュー

希望小売価格 ¥800
容量：750ml
入数：12
弊社コード：411564
JANコード：7809623800379

赤 スクリュー

希望小売価格 ¥800
容量：750ml
入数：12
弊社コード：411827
JANコード：7809623803196

白 スクリュー

希望小売価格 ¥800
容量：750ml
入数：12
弊社コード：411828
JANコード：7809623800454

白 スクリュー
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INDOMITA
インドミタ

“とてつもないコスパを誇る”ワインをチリで発掘

インドミタは2001年に設立されたチリの新進気鋭のワイナリー。チリで今最も活気ある産地のひ
とつである「カサブランカ・ヴァレー」とチリの銘醸地として知られる「マイポ・ヴァレー」に500ha
を超える自社畑を所有。コンテスト、品評会で数々の受賞歴を誇る驚きのコストパフォーマンスを
誇ります。

チリ白のメッカ、カサブランカ・
ヴァレー産の最高級シャルドネ
を100％使用したプレミアムワイ
ン。黄金色に輝く色味、洋梨やオ
レンジを思わせるアロマに樽の
バニラが溶け込み、なめらかで
クリーミーな口当たり。

希望小売価格 ¥2,100
容量：750ml
入数：6
弊社コード：411833
JANコード：7809623801628

インドミタ デュエット
プレミアム
シャルドネ

チリ、カサブランカ・ヴァレー
品種：シャルドネ100%

白

チリの銘醸地マイポ・ヴァレー
で有機栽培で育てたカベルネ
を使用。溢れんばかりのピュア
な果実味に、ベリー系のアロマ
と程よいボリューム感。

希望小売価格 ¥1,500
容量：750ml
入数：12
弊社コード：417373
JANコード：7809623802342

インドミタ キンタス
オーガニック
カベルネ・ソーヴィニヨン

チリ、マイポ・ヴァレー
品種：カベルネ・ソーヴィニヨン100%

赤

全て手摘みの収穫で上質なブ
ドウのみを使用したワンランク
上のグラン・レゼルバシリーズ。
濃厚な果実味と柔らかい酸味
のバランスが素晴らしいフルボ
ディの赤。

希望小売価格 ¥1,500
容量：750ml
入数：12
弊社コード：411832
JANコード：7809623800034

インドミタ
グラン・レゼルバ
カベルネ・ソーヴィニヨン

チリ、マイポ・ヴァレー
品種：カベルネ・ソーヴィニヨン100%

赤

チリの銘醸地マイポ・ヴァレー
を代表するカベルネとカルメ
ネールの良いところを相乗させ
て最大限に引き出したプレミア
ムワイン。12カ月もの間フレンチ
オークで熟成されたその味わい
は実にエレガント。

希望小売価格 ¥2,100
容量：750ml
入数：6
弊社コード：411834
JANコード：7809623801376

インドミタ デュエット
プレミアム
カベルネソーヴィニヨン＆
カルメネール

チリ、マイポ・ヴァレー
品種：カベルネ・ソーヴィニヨン、カルメネール

赤

ピノ・ノワールとは思えないほど
果実味が凝縮していて、その味
わいはまるで煮詰めたイチゴ
ジャムのよう！バラのようなアロ
マが華やかに広がります。

希望小売価格 ¥1,500
容量：750ml
入数：12
弊社コード：411906
JANコード：7809623802274

インドミタ
グラン・レゼルバ
ピノ・ノワール

チリ、カサブランカ・ヴァレー
品種：ピノ・ノワール100%

赤

冷涼な気候を好むピノ・ノワールの
栽培に大成功を収めているカサブ
ランカ・ヴァレー。そこで育った最高
級ピノを100％使用したプレミアムワ
インです。熟した赤果実のアロマが
華やかで舌触りは柔らかく繊細。と
てもエレガントな味わいです。

希望小売価格 ¥2,100
容量：750ml
入数：6
弊社コード：411565
JANコード：7809623801635

インドミタ デュエット
プレミアム
ピノ・ノワール

チリ、カサブランカ・ヴァレー
品種：ピノ・ノワール100%

赤

カサブランカ・ヴァレー産の高
品質なシャルドネを使用。トロ
ピカルフルーツのような華やか
な香りが特徴。シャープな酸味
とふくよかな果実味とのバラン
スが絶妙！

希望小売価格 ¥1,500
容量：750ml
入数：12
弊社コード：411830
JANコード：7809623800386

インドミタ
グラン・レゼルバ
シャルドネ

チリ、カサブランカ・ヴァレー
品種：シャルドネ100%

白

ソーヴィニヨン・ブランの持ち味
を良く引き出した仕上り。すが
すがしいハーブとフルーティー
な香りがエレガント。爽やかな
口当たりと心地良く続く余韻は
絶品！

希望小売価格 ¥1,500
容量：750ml
入数：12
弊社コード：411831
JANコード：7809623801338

インドミタ
グラン・レゼルバ
ソーヴィニヨン・ブラン

チリ、カサブランカ・ヴァレー
品種：ソーヴィニヨン・ブラン100%

白

極度に収穫を遅らせて糖度を上
げることで生み出される上質な
甘口ワイン。蜂蜜や白桃を思わ
せるアロマが魅力的で、程よい
酸味と濃厚な甘みのバランスが
絶妙です。

希望小売価格 ¥1,500
容量：500ml
入数：18
弊社コード：411566
JANコード：7809623801710

インドミタ
レイト・ハーベスト

チリ、カサブランカ・ヴァレー
品種：ゲヴェルツ・トラミネール、ソーヴィニヨン・ブラン

白

インドミタシリーズ最高峰ワイン。
2010年産がワインガイド「デスコ
ルチャドス」で92点、第2のパー
カーことステファン・タンザーで
90点、カタドール・コンクールでは
金賞受賞！過去にも4つの金賞や
パーカー90点を連続獲得。

希望小売価格 ¥3,500
容量：750ml
入数：6
弊社コード：417132
JANコード：7809623801475

インドミタ サルドス
ウルトラ・プレミアム

チリ、マイポ・ヴァレー
品種：カベルネ・ソーヴィニヨン100%

赤

PREMIUM

GRAN RESERVA LATE HERVEST

DUETTE ORGANIC

INDOMITA
LATE HARVEST

INDOMITA
GRAN RESERVA
SAUVIGNON BLANC

INDOMITA
GRAN RESERVA
CHARDONNAY

INDOMITA
GRAN RESERVA
PINOT NOIR

INDOMITA
GRAN RESERVA
CABERNET SAUVIGNON

INDOMITA QUINTUS
ORGANIC
CABERNET SAUVIGNON

INDOMITA DUETTE
PREMIUM
CHARDONNAY

INDOMITA DUETTE
PREMIUM
PINOT NOIRT

INDOMITA DUETTE
PREMIUM
CABERNET SAUVIGNON

INDOMITA ZARDOZ
ULTRA PREMIUM

インドミタ
カベルネ・ソーヴィニヨン
INDOMITA
CABERNET SAUVIGNON

チリ、セントラル・ヴァレー
品種：カベルネ・ソーヴィニヨン100%

インドミタ
カルメネール
INDOMITA
CARMENERE

チリ、セントラル・ヴァレー
品種：カルメネール100%

インドミタ
シャルドネ
INDOMITA
CHARDONNAY

チリ、セントラル・ヴァレー
品種：シャルドネ100%

インドミタ
ソーヴィニヨン・ブラン
INDOMITA
SAUVIGON BLANC

チリ、セントラル・ヴァレー
品種：ソーヴィニヨン・ブラン100%

インドミタ
ブリュット
INDOMITA
BRUT

チリ、カサブランカ・ヴァレー
品種：シャルドネ60%、ピノ・ノワール40%

インドミタ
ブリュット ロゼ
INDOMITA
BRUT ROSE

チリ、カサブランカ・ヴァレー
品種：ピノ・ノワール90%、ピノ・グリ10%

希望小売価格 ¥1,500
容量：750ml
入数：6
弊社コード：418454
JANコード：7809623803776

スパークリング

インドミタ クラシック
カベルネ・ソーヴィニヨン
INDOMITA CLASSIC
CABERNET SAUVIGNON

チリ、セントラル・ヴァレー
品種：カベルネ・ソーヴィニヨン100％

インドミタ クラシック
シャルドネ
INDOMITA CLASSIC
CHARDONNAY

チリ、セントラル・ヴァレー
品種：シャルドネ100％

希望小売価格 ￥1,000
容量：750ml
入数：12
弊社コード：427414
JANコード：7809623805602

赤 スクリュー

希望小売価格 ¥1,500
容量：750ml
入数：6
弊社コード：418467
JANコード：7809623803783

スパークリング ロゼ

希望小売価格 ￥1,000
容量：750ml
入数：12
弊社コード：427415
JANコード：7809623805596

白 スクリュー

冷涼な気候のカサブランカ・ヴァレーの高
品質なブドウを使用。青りんごやパイナッ
プル、新鮮なパンのような香り、バランス
の良い酸、クリーミーできめの細やかな泡
が楽しめます。

冷涼な気候のカサブランカ・ヴァレーの高
品質なブドウを使用。いちごやチェリーを
想わせる香り。フレッシュな香り、フレッ
シュな口当たり、きめ細やかな泡。

ベリー系のフルーティーなアロマと心地
よいタンニン。チャーミングで親しみや
すさが魅力。しっかりとしたボディながら
濃厚すぎずバランスが良く、料理全般に
合います。

パイナップルや洋梨のアロマとフルー
ティーな味わいが特徴。フレッシュな
ミネラルや柔らかな酸と果実味のバランス
が良く、魚料理やクリームソース系によく
合います。

カベルネらしい渋みとほどよいコク、フルー
ティーな果実味はデイリーに飲みたい味
わい。

フルーティーさとチョコのようなやわらかな
コクが魅力。

パイナップルや洋梨のアロマとフルー
ティーな味わいが特徴です。

白い花とシトラスの香り。ほどよいミネラル
と酸味が特徴です。

CLASSIC  ～何者にも支配されない、時代を超えて認められる名作！～SPARKLING

VARIETAL

希望小売価格 ¥800
容量：750ml
入数：12
弊社コード：411829
JANコード：7809623800485

赤 スクリュー

希望小売価格 ¥800
容量：750ml
入数：12
弊社コード：411564
JANコード：7809623800379

赤 スクリュー

希望小売価格 ¥800
容量：750ml
入数：12
弊社コード：411827
JANコード：7809623803196

白 スクリュー

希望小売価格 ¥800
容量：750ml
入数：12
弊社コード：411828
JANコード：7809623800454

白 スクリュー
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