CATALOGUE

VISION
企 業 理

念

TRUST FOR ALL LIQUOR LOVERS
お酒を愛する全ての人々から信頼を。

当社は1948年創立の老舗総合商社「都光商事」を祖業としており、
2012年にリカーマウンテンのグループ企業となりました。
創業当時から取り扱っておりますスコッチウイスキーを始め、
現在は世界中から高品質のワイン・スピリッツ・ビール並びに
グロッサリー食品を輸入し卸販売をしております。

自分達が納得出来るものだけを紹介する
創業以来のこのフィロソフィーは現在も全く変わりません。
そして、当社の経営理念である
「TRUST FOR ALL LIQUOR LOVERS」
お酒を愛する全ての人々から信頼を頂ける企業を目指して参ります。
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WINE

FR ANCE
6 ● PALMER & CO.
7 ● ENCRY
8 ● DOMINIQUE MASSIN
9 ● ALEXANDRE BONNET
10 ● A.BERGERE
11 ● PHILIPPE GAMET
12 ● DOMINIQUE FOUREUR
13 ● DE SAINT-GALL
14 ● FERNAND ENGEL
15 ● VILLEBOIS
16 ● SEBASTIEN DAMPT
17 ● DOMAINE ARMELLE & BERNARD RION
18 ● VINCENT LATOUR
19 ● MICHEL MALLARD
20 ● CHATEAU QUINTUS
21 ● CHATEAU GINKGO
22 ● CHATEAU FERR AN
23 ● MONT-PER AT SPECIAL SELECTION
24 ● DOMAINE DE BARONARQUES
25・26 ● DELAS
ITALY
27 ● CORTEAUR A
28 ● CIELO E TERR A
29 ● DIEGO CONTERNO
30 ● FELSINA
31 ● TENUTA LARNIANONE
32 ● ROCCA DI CASTAGNOLI
33 ● LA SCHEGGIOLLA
34 ● DE'RICCI

ALCOHOL FREE
BELGIUM
58 ● VINTENSE
FR ANCE
59 ● ECLOR

SPAIN
35 ● MAS XAROT
36 ● LA QUARTA VINICOLA
37 ● AMADOR
38 ● GALLINA DE PIEL
39 ● VALDEMONTE
40 ● REJADOR ADA
41 ● FELIX SOLIS

GERMANY
42 ● ALLENDORF
43 ● PETER JAKOB KUHM
SOUTH AFRICA
44 ● DE WETSHOF
U.S.A.
45・46 ● THE HESS COLLECTION
47 ● PALMAZ VINEYARDS
48 ● BELLE GLOS
49 ● R AVENSWOOD
CHILE
50・51 ● INDOMITA
ARGENTINA
52 ● ELEMENTOS
AUSTR ALIA
53 ● COLDSTREAM HILLS
54 ● TAMAR RIDGE
55 ● DEVILS CORNER
NEW ZEALAND
56 ● KONO
57 ● MUTU

BEER

GIN

SPAIN

SWEDEN
75 ● HERNO GIN
CANADA
76 ● EMPRESS 1908

60 ● DAMM
61 ● INEDIT
GERMANY
62 ● R ADEBERGER
JAPAN
63 ● NAGAHAMA ROMAN BEER

RUM

COSTA RICA
77 ● ROYAL CENTENARIO
NETHERLANDS
78 ● CANE ISLAND

WHISKY

SCOTLAND
64 ● LOCH LOMOND
65 ● THE GLENTURRET
66 ● GLEN SCOTIA
67 ● GR ANGESTONE
68 ● ISLE OF R ASSAY
● LINDORES ABBEY
IRELAND
69 ● LAMBAY
JAPAN
70 ● NAGAHAMA DISTILLERY
U.S.A.
71 ● JOHNNY DRUM
72 ● KOVAL
TAIWAN
73 ● OMAR

LIQUEUR
FR ANCE
79 ● LAFFON

RTD

AUSTR ALIA
80 ● SLING SHOTS
DENMARK
81 ● SMA SHOTS

OTHERS

82 ● TARU FLAVOR

83・84 ● IMPORTED FOODS

VODKA
U.S.A.

74 ● TITO'S

スペックの見方
エンクリ
ブリュット グラン・クリュ

商品名

ENCRY
BRUT GRAND CRU

フランス、シャンパーニュ
品種：シャルドネ100%

格付
ブドウ品種

イタリア人のエンリコとナディアが2004年に〜

商品説明

スパークリング

タイプ

赤

赤ワイン

ジン

ジン

白

白ワイン

ラム

ラム

ロゼ

ロゼワイン

スパークリング スパークリングワイン
スクリュー
ビール
ウイスキー
ウォッカ

リキュール

リキュール

ノンアルコール ノンアルコール

スクリューキャップ使用

輸入食品

輸入食品

ビール

ジュース

ジュース

ウイスキー

その他

その他

ウォッカ

パルメ

CH A M PAGN E PA L M ER & CO.

世界に認められたシャンパーニュ
パルメは1947年創業。モンターニュ・ド・ランスの7人の若手シャンパーニュ生産者が集まって設立され
ました。現在、200ha以上のグラン・クリュおよびプルミエ・クリュのブドウを使用し、一貫した品質
管理のもとシャンパーニュを生産しています。シャンパーニュ＆スパークリングワイン世界選手権2020
で、
「ブリュット・レゼルヴ」がノンヴィンテージ・ブリュット部門で世界一を獲得した、今もっとも勢いの
ある世界に認められたシャンパーニュです。

シャンパーニュ＆
スパークリングワイン
世界選手権2021
「World Champion
Classic Blanc
de Blancs」
獲得

シャンパーニュ&
スパークリングワイン
世界選手権2020
「World Champion
Classic NV Brut」
獲得

パルメ
ブリュット・レゼルヴ

パルメ
ロゼ・ソレラ

パルメ
ブラン・ド・ブラン

CHAMPAGNE PALMER & CO.
BRUT RESERVE

CHAMPAGNE PALMER & CO.
ROSE SOLERA

CHAMPAGNE PALMER & CO.
BLANC DE BLANCS

フランス、シャンパーニュ
品種：シャルドネ50%、ピノ・ノワール40%、ムニエ10%
瓶内熟成：48カ月
ドサージュ：8g/l

フランス、シャンパーニュ
品種：シャルドネ45%、ピノ・ノワール45%、ムニエ10%
瓶内熟成：36カ月
ドサージュ：7.5g/l

フランス、シャンパーニュ
品種：シャルドネ100%
瓶内熟成：60カ月
ドサージュ：8g/l

最高級のテロワールを厳 選して造られたフラッグ
シップシャンパーニュ。モンターニュ・ド・ランスの
プルミエ・クリュとグラン・クリュが主体で、
それぞれ
の特徴が表れています。

傑出した果実味と繊 細なスパイスの香りが融合
したユニークなシャンパーニュ。ソレラ（原酒を継ぎ
足し続ける手法）で熟成したピノ・ノワールのリザーブ
ワインをブレンドしています。

モンターニュ・ド・ランス地区のプルミエ・クリュで
あるヴィリエ・マルムリィとトレパイユのシャルドネが
主体。シャープなミネラル感と酸のバランスがよく、
長く繊細な余韻へと続きます。

スパークリング

希望小売価格 ￥6,900
容量：750ml
入数：6
弊社コード：428889
JANコード：3446281100034

スパークリング

希望小売価格 ￥15,000
容量：1500ml
入数：3
弊社コード：428891
JANコード：3446281100041

ロゼ

希望小売価格 ￥8,900
容量：750ml
入数：6
弊社コード：428893
JANコード：3446281400035

スパークリング

希望小売価格 ￥10,500
容量：750ml
入数：6
弊社コード：428895
JANコード：3446281300038

◆ 100%リサイクル可能なエコロジカルギフトBOX

パルメ
ブラン・ド・ノワール

パルメ
ヴィンテージ

パルメ
アマゾーヌ・ド・パルメ

CHAMPAGNE PALMER & CO.
BLANC DE NOIRS

CHAMPAGNE PALMER & CO.
VINTAGE

CHAMPAGNE PALMER & CO.
AMAZONE DE PALMER

フランス、シャンパーニュ
品種：ピノ・ノワール50％、ムニエ50%
熟成期間：48カ月
ドサージュ：6g/l

フランス、シャンパーニュ
品種：シャルドネ50%、ピノ・ノワール50%
瓶内熟成：8年
ドサージュ：8g/l

フランス、シャンパーニュ
品種：シャルドネ51％、ピノ・ノワール49%
熟成期間：8年
ドサージュ：7g/l

グレープフルーツとスグリの爽やかさが、桃やアプ
リコットの繊細なアロマを引き立てています。口の中
では、アロマの強さと繊細さが非常にバランス良く
感じられます。

洋梨や白桃などの繊細な果実の香りと、わずかに
スモーキーなアロマ、
そしてスパイス
（バニラ、
シナモン）
の香りが特徴です。

グラン・クリュ及びプルミエ・クリュのみを使用し、
自社カーヴで長期熟成。メゾンの最良のワインと、
最良のヴィンテージを厳 選して造られる、希少な
キュヴェです。

スパークリング

希望小売価格 ￥10,500
容量：750ml
入数：6
弊社コード：430978
JANコード：3446281150039
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スパークリング

希望小売価格 ￥12,000
容量：750ml
入数：6
弊社コード：428897
JANコード：3446284080036

スパークリング

希望小売価格 ￥25,000
容量：750ml
入数：6
弊社コード：428898
JANコード：3446281500032

エンクリ
ENCRY

シャルドネの聖地で造られるレコルタンシャンパーニュ
イタリア人のエンリコとナディアが、
「唯一無二のシャンパーニュ」を造りたいという情熱により2004
年に立ち上げた新進気鋭のメゾン。シャルドネの聖地とされるグラン・クリュ、メニル・シュル・オ
ジェ村で、
「クリュッグ」の畑と「サロン」の畑に挟まれた区画から収穫された上質なブドウのみを用
いて非常に優れたシャンパーニュを造り出しています。

エンクリ
ブリュット グラン・クリュ

エンクリ
ドサージュ・ゼロ グラン・クリュ

エンクリ
ミレジム グラン・クリュ 2014

ENCRY
BRUT GRAND CRU

ENCRY
DOSAGE ZERO GRAND CRU

ENCRY
MILLESIME GRAND CRU 2014

フランス、シャンパーニュ
品種：シャルドネ100%
瓶内熟成：36カ月以上
ドサージュ:5g/l

フランス、シャンパーニュ
品種：シャルドネ100%
瓶内熟成：36カ月以上
ドサージュ：0g/l

フランス、シャンパーニュ
品種：シャルドネ100%
瓶内熟成：72カ月以上
ドサージュ：0g/l

サロンとクリュッグに囲まれた区画から収穫された
特級村メニル・シュル・オジェのシャルドネのみを
使用。最低36カ月間、澱と共に瓶内熟成。桃や洋梨
のような香りから次第にスイートシトラス、アーモン
ドのニュアンスを感じ、ミネラルも豊か。

サロンとクリュッグに囲まれた区画から収穫された
特級村メニル・シュル・オジェのシャルドネのみを
使用。ドサージュゼロで造るこのキュヴェはライム
やグレープフルーツのようなフレッシュさがあり素
材の良さを感じることができる。

サロンとクリュッグに囲まれた区画から収穫された
特級村メニル・シュル・オジェのシャルドネのみを
使用。6年間という長い熟成を経てようやく世にリ
リースされる。特有のミネラル感はそのままに豊か
な果実香とクリーミーさを感じる最上級キュヴェ。

スパークリング

希望小売価格 ¥10,000
容量：750ml 入数：6
弊社コード：423374
JANコード：3760236510007

スパークリング

希望小売価格 ¥11,000
容量：750ml 入数：6
弊社コード：423375
JANコード：3760236510069

スパークリング

希望小売価格 ¥20,000
容量：750ml 入数：6
弊社コード：429324
JANコード：3760236510199
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ドミニク・マサン
DOM I N IQU E M A S SI N

モットーは「よりシャンパーニュらしくあること、高い品質を追い求め、
伝統を守り続けること」
シャンパーニュ地方の南 部コート・デ・バールの中心地トロワから南 東へ 2 0 k mほど いった
Ville-sur-Arceに本拠を置く家族経営ドメーヌ。マサン家は5世代続くブドウ栽培の家系であり、
現当主のトリスタン・マサンの両親であるドミニク・マサンとレイチェル・マサン夫妻によってドメーヌ
は設立されました。

ドミニク・マサン
キュヴェ スペシャル ブリュット

ドミニク・マサン
キュヴェ レセルヴ ブリュット

ドミニク・マサン
キュヴェ プレステージ ブリュット

DOMINIQUE MASSIN
CUVEE SPECIAL BRUT

DOMINIQUE MASSIN
CUVEE RESERVE BRUT

DOMINIQUE MASSIN
CUVEE PRESTIGE BRUT

フランス、シャンパーニュ
品種：ピノ・ノワール100%
熟成期間：36カ月以上
ドサージュ：9g/l

フランス、シャンパーニュ
品種：ピノ・ノワール75%、シャルドネ25%
熟成期間：36カ月以上
ドサージュ：9g/l

フランス、シャンパーニュ
品種：シャルドネ75%、ピノ・ノワール20%、ピノ・ムニエ5%
熟成期間：60カ月以上
ドサージュ：7-9g/l

洋 梨 、リンゴ、柑 橘 類に、ほのかにトロピカル
フルーツとスパイシーなニュアンス。シャンパー
ニュの南のピノ・ノワールのふくよかさと繊細さを
感じられる、ドメーヌのスタイルをよりピュアに表現
したピノ・ノワール100%。

白い花や白い果実の清涼感のある香りに、蜜リンゴ
や黄色い果実も、フレッシュな果実味を存分に感
じられるバランスの良いスタンダード・キュヴェは
どのシーンでも大活躍です。

5年熟成を行った特別なキュヴェ。黄色い花や黄色
い果実、シトラスフルーツなどフレッシュな果実と
ともに、焼きたてのブリオッシュ、アーモンドなど
の熟成香が香ります。深みのある美しい熟成感を
楽しめるプレステージ・シャンパーニュ。

スパークリング

スパークリング

希望小売価格 ￥6,700
容量：750ml 入数：12
弊社コード：425640
JANコード：4580404826926

ドミニク・マサン
ミレジメ 2005 エクストラ ブリュット

ドミニク・マサン
キュヴェ ロンヴィ T2011

DOMINIQUE MASSIN
CMILLESIME EXTRA BRUT

DOMINIQUE MASSIN
CUVEE L'ENVIE

フランス、シャンパーニュ
品種：シャルドネ50%、ピノ・ノワール50%
熟成期間：120カ月以上
ドサージュ：5g/l

フランス、シャンパーニュ
品種：ピノ・ノワール80%、シャルドネ20%
熟成期間：60カ月以上
ドサージュ：7-9g/l

ドメーヌの考える「シャンパーニュらしさ」を体現
したかのようなキュヴェ。輝くような深い金色、細
やかで繊細な泡立ち。たっぷりとしていて表現豊
かな2005年ヴィンテージとテロワールを忠実に表
現した自信作です。

ドメーヌの誇る醸造技術を反映した、歴史に裏打
ちされたシャンパーニュ。アッサンブラージュ技術
を巧みに使い、ドメーヌのカーヴそのものを映し出
すキュヴェとなっています。ドメーヌの技術を結集
した最高傑作です。

スパークリング

希望小売価格 ￥13,500
容量：750ml 入数：12
弊社コード：425643
JANコード：4580404826957
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スパークリング

希望小売価格 ￥9,000
容量：750ml 入数：12
弊社コード：425642
JANコード：4580404826940

希望小売価格 ￥7,800
容量：750ml 入数：12
弊社コード：425641
JANコード：4580404826933

スパークリング

希望小売価格 ￥17,000
容量：750ml 入数：12
弊社コード：425644
JANコード：4580404826964

アレクサンドル・ボネ
A L E X A N DR E BON N ET

ピノ・ノワールの銘醸地、リセー村の自社畑100%で造るシャンパーニュ
ブルゴーニュとの玄関口とも言えるシャンパーニュ地方最南端のリセー村に拠点を置く大手シャン
パーニュメゾン、アレクサンドル・ボネ。NM（ネゴシアン・マニピュラン）に加え、RM（レコルタン・
マニピュラン）としてのシャンパーニュブランドを発足。それが、ドメーヌ・アレクサンドル・ボネです。
自社畑でのブドウ栽培からボトリングまで一切のアウトソースなく、一貫して自社で行っています。

シャンパーニュ&
スパークリングワイン
世界選手権2020
「World Champion
Classic Blanc de
Noirs Brut」
獲得

ドメーヌ・アレクサンドル・ボネ
ブラン・ド・ノワール

ドメーヌ・アレクサンドル・ボネ
ブラン・ド・ブラン

DOMAINE ALEXANDRE BONNET
BLANC DE NOIRS

DOMAINE ALEXANDRE BONNET
BLANC DE BLANCS

フランス、シャンパーニュ
品種：ピノ・ノワール100%
熟成期間：36カ月以上
ドサージュ：6g/l

フランス、シャンパーニュ
品種：シャルドネ50%、ピノ・ブラン50%
熟成期間：36カ月以上
ドサージュ：5g/l

白桃、黄桃、ルバーブなどのアロマにアカシアやスイカズラなど
白い小さい花のアロマ。タイムやペッパーなどスパイスのヒントに、
レモンやグレープフルーツなどのニュアンス。フルボディでいきいき
とした爽快な味わい。

マンゴー、プラム、ライムなどエキゾチックなフルーツのアロマに
スイカズラなどのフローラルなアロマにシトラス、生のアーモンド、
ペッパーのヒント。スムースな口当たりで、少しビターな後味の余韻
が長く続きます。

スパークリング

スパークリング

希望小売価格 ￥8,000
容量：750ml 入数：6
弊社コード：430244
JANコード：3455720751539

希望小売価格 ￥10,000
容量：750ml 入数：6
弊社コード：430245
JANコード：3455720751553

ドメーヌ・アレクサンドル・ボネ
ラ・ジオンド 7セパージュ

ドメーヌ・アレクサンドル・ボネ
ラ・フォレ ロゼ・ド・セニエ

DOMAINE ALEXANDRE BONNET
LA GEANDE 7 CEPAGES

DOMAINE ALEXANDRE BONNET
LA FORET ROSE DE SAIGNEE

フランス、シャンパーニュ
品種：ピノ・ノワール、ピノ・グリ、ピノ・ブラン、ムニエ、シャルドネ、アルバンヌ、プティ・メリエ
熟成期間：36カ月以上
ドサージュ：0g/l

フランス、シャンパーニュ
品種：ピノ・ノワール100%
熟成期間：60カ月以上
ドサージュ：5g/ｌ

単一畑ラ・ジオンド（La Géande）で栽培されたシャンパーニュ伝統
7品種のブレンド。白桃、洋ナシ、いちじく、プラム、生のアーモンドや
甘いスパイスのヒント。みずみずしく、豊富なミネラルが全体を支えて
います。

単一畑ラ・フォレ（La Forêt）で栽培されたピノ・ノワールを100%
使用。チェリー、カシス、ドライクランベリーなど溢れんばかりの
フルーティなアロマに、ペパーミントやブラックペッパーのニュアンス。
口当たりはフレッシュでドライ。

スパークリング

希望小売価格 ￥15,000
容量：750ml 入数：6
弊社コード：430247
JANコード：3455720751560

スパークリング

ロゼ

希望小売価格 ￥13,000
容量：750ml 入数：6
弊社コード：430246
JANコード：3455720751577
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A.ベルジェール
A . BERGER E

有名メゾンが並ぶAVENUE de CHAMPAGNE を拠点とする次世代スター
19 49 年にメゾンを立ち上げ、息子の一人であるアンドレと彼の妻により事業を拡大しました。
現在4代目となるアンドレとその息子のアドリアンが親子でメゾンの伝統を守り続けています。
当時8haであった畑は積極的な投資により65haまで拡大。品質を重視したシャンパーニュ造りに
取組んでいます。

A.ベルジェール
セレクション・ブリュット

A.ベルジェール
ロゼ ブリュット

A.BERGERE
SELECTION BRUT

A.BERGERE
ROSE BRUT

フランス、シャンパーニュ
品種：ピノ・ノワール50%、シャルドネ50%
熟成期間：36カ月以上
ドサージュ：9g/l

フランス、シャンパーニュ
品種：シャルドネ80%、ピノ・ノワール20%
熟成期間：48カ月以上
ドサージュ：7-8g/l

A.ベルジェールのスタンダードキュヴェ。親しみやすくフルーティ
な味わいを、ミネラル感がバックアップ。非常にバランスが良く、
洗練された味わいです。

イチゴやフランボワーズのような赤果実のフレッシュな香り。シャル
ドネ比率が高い為程よい果実味の爽やかで心地よいロゼシャン
パーニュに仕上げています。

スパークリング

ロゼ

希望小売価格 ￥7,500
容量：750ml 入数：6
弊社コード：424814
JANコード：3700809202007

A.ベルジェール
キュヴェ フルール

A.ベルジェール
キュヴェ フルール ロゼ

A.BERGERE
CUVEE FLEUR

A.BERGERE
CUVEE FLEUR ROSE

フランス、シャンパーニュ
品種：ピノ・ノワール50%、シャルドネ50%
熟成期間：36カ月以上
ドサージュ：9g/l

フランス、シャンパーニュ
品種：シャルドネ80%、ピノ・ノワール20%
熟成期間：48カ月以上
ドサージュ：7-8g/l

明るい輝きのある黄金色の色調に、フルーティで華やかな香りに
心地よい酸味があり、柔らかな口当たり。フローラルでエレガントな
味わいです。

今までメゾンが催すイベントやヨーロッパやアジアの一部地域で
しか販売されていない特別なシャンパーニュ。赤果実のフレッシュ
な香り、爽やかで上品なスタイル。

スパークリング

希望小売価格 ￥12,800
容量：750ml 入数：6
弊社コード：424207
JANコード：3700809200027
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スパークリング

希望小売価格 ￥6,700
容量：750ml 入数：6
弊社コード：424813
JANコード：3700809200188

スパークリング

ロゼ

希望小売価格 ￥14,800
容量：750ml 入数：6
弊社コード：424431
JANコード：4580404826407

フィリップ・ガメ
PHI L I PPE G A M ET

ムニエの魔術師と称賛される家族経営のRMシャンパーニュ
シャンパーニュの聖地エペルネのすぐ隣、ヴァレ・ド・ラ・マルヌにある3つの村に畑を有します。現当
主フィリップ・ガメの曾祖母ヴィクトワールが所有していた畑は当時ブドウをはじめ農作物を栽培し
ていましたが、フィリップの時代となり妻ファビエンヌとともに、
「美味しいシャンパ―ニュをつくろ
う」とふたりは一念発起し、1992年にシャンパーニュ・ハウスを立ち上げました。ムニエ100％でロ
ゼ・ド・セニエを造るなど、特にムニエを使ったキュヴェを得意としています。

フィリップ・ガメ
ブリュット セレクション・ブラン・ド・ノワール

フィリップ・ガメ
ブリュット CUVEE 5000

フィリップ・ガメ
エクストラ・ブリュット キャラクテール

PHILIPPE GAMET
BRUT SELECTION BLANE DE NOIES

PHILIPPE GAMET
BRUT CUVEE 5000

PHILIPPE GAMET
EXTRA BRUT CARACTERES

フランス、シャンパーニュ
品種：ムニエ60%、ピノ・ノワール40%
熟成期間：20カ月以上最大35カ月間
ドサージュ：9g/l

フランス、シャンパーニュ
品種：ムニエ30%、ピノ・ノワール35%、シャルドネ35%
熟成期間：36カ月以上
ドサージュ：9g/l

フランス、シャンパーニュ
品種：ムニエ80%、ピノ・ノワール15%、シャルドネ5%
熟成期間：36カ月以上
ドサージュ：4g/l

メゾンのラインナップ中でもっともピュアでフレッ
シュなキュヴェ。ガメのブドウ自体の個性が楽し
め、このメゾンのスタイルがわかる1本です。

最初のリリース時19 93年にリリースされた本数
（5,000本）にちなんだネーミング。樹齢40年の古樹
から作られたシャンパーニュはフレッシュな果実と
スパイス、華やかな花の香りが複雑に入り交じっ
たまさにメゾンの歴史を感じます。

スパークリング

スパークリング

スパークリング

希望小売価格 ￥5,500
容量：750ml 入数：6
弊社コード：421640
JANコード：3760236580086

希望小売価格 ￥5,200
容量：750ml 入数：6
弊社コード：421635
JANコード：3760236580000

なんと15種類ものリザーブワインを使い、12カ月
間ソレラシステムのオーク樽で熟成させるという、
特別な製法で作られたシャンパーニュ！スモー
キーさと熟成感、アフターの塩気とほろ苦さが食欲
を誘う1本です。
希望小売価格 ￥8,200
容量：750ml 入数：6
弊社コード：421641
JANコード：3760236580116

フィリップ・ガメ
ブリュット ロゼ・ド・セニエ

フィリップ・ガメ
ブリュット ナチューレ・ミレジメ 2013

PHILIPPE GAMET
BRUT ROSE DE SAIGNEE

PHILIPPE GAMET
BRUT NATURE MILLESIME 2012

フランス、シャンパーニュ
品種：ムニエ100%
熟成期間：36カ月以上
ドサージュ：10g/l

フランス、シャンパーニュ
品種：ムニエ30%、ピノ・ノワール35%、シャルドネ35%
熟成期間：36カ月以上
ドサージュ：0g/l

ムニエ100％で造られる鮮やかなルビー色が目にも
美しいロゼ。フィリップ・ガメが所有する平均樹齢
5 0 年の古 木から作られる。木 樽発 酵を用いた
リザーヴワインを80％使用し熟成させた貴重な
一本です。

古木をつかったいぶし銀のようなシャンパ―ニュ。
シトラスフルーツから白桃、香ばしいアーモンドの
香りにスパイスとスモークが折り重なります。今飲
んでも、少し寝かせても楽しめる1本です。

スパークリング

ロゼ

希望小売価格 ￥9,600
容量：750ml 入数：6
弊社コード：421642
JANコード：3760236580093

スパークリング

希望小売価格 ￥10,200
容量：750ml 入数：6
弊社コード：427289
JANコード：4570045900925
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ドミニク・フルール
DOM I N IQU E FOUR EUR

グランクリュ アンボネイ100%
サスティナブル農法、平均樹齢40年の畑から生み出されるピュアな味わい
シャンパーニュ地方、モンターニュ・ド・ランスのグランクリュの村アンポネイにメゾンを構えるシャン
パーニュ・ドミニク・フルール。1850年設立と歴史は長く現在、8代目のガエル・フルール女史とフロ
リアン氏の夫妻が代々受け継がれるメゾンの伝統を守っています。

ドミニク・フルール
ブリュット・グラン クリュ

ドミニク・フルール
ブリュット・ナチュール

ドミニク・フルール
ブリュット・ロゼ・グラン クリュ

DOMINIQUE FOUREUR
BRUT GRAND CRU AMBONNAY

DOMINIQUE FOUREUR
BRUT NATURE GRAND CRU AMBONNAY

DOMINIQUE FOUREUR
BRUT ROSE GRAND CRU AMBONNAY

フランス、シャンパーニュ
品種：ピノ・ノワール75%、シャルドネ25%
熟成期間：36カ月以上
ドサージュ：7g/l

フランス、シャンパーニュ
品種：ピノ・ノワール75%、シャルドネ25%
熟成期間：36カ月以上
ドサージュ：0g/l

フランス、シャンパーニュ
品種：シャルドネ60%、ピノ・ノワール40%
熟成期間：36カ月以上
ドサージュ：7g/l

エルダーフラワー、林檎、花梨、レモンなどの柑橘
のニュアンス。焼きたてのパン、チーズなど酵母の
香りが複雑さをプラス。フレッシュな果実の香りと
ミネラル感がバランスの良い、スタンダード・シャン
パーニュです。

白い花、密林檎、グレープフルーツ、固い桃のニュ
アンス。ハーブやスパイス、柑橘の皮の苦味が味
わいを引き締めます。軽 やかながらもストラク
チャーがしっかりしています。

綺麗なオレンジがかったピンクの色調はまさに
ヤマウズラの目の色。薔薇の花びら、ラズベリーや
チェリー柑 橘の皮、ややアーシーな風 味もあり
大人っぽい印象。バランスのとれた、ロゼ・シャン
パ―ニュです。

スパークリング

スパークリング

希望小売価格 ￥6,000
容量：750ml 入数：6
弊社コード：424925
JANコード：4580404826353

ドミニク・フルール
キュヴェ プリンス アラリック 2012・グラン クリュ

DOMINIQUE FOUREUR
BRUT MILLESIMES GRAND CRU AMBONNAY

DOMINIQUE FOUREUR
PRESTIGE CUVEE PRINCE ALARIC GRAND CRU AMBONNAY

フランス、シャンパーニュ
品種：ピノ・ノワール80%、シャルドネ20%
熟成期間：60カ月以上
ドサージュ：5g/l

フランス、シャンパーニュ
品種：ピノ・ノワール60%、シャルドネ40%
熟成期間：60カ月以上
ドサージュ：5g/l

瓶内熟成6 0カ月以上のヴィンテージシャンパー
ニュ。透明感のある黄金色。柑橘系果実にドライ
フルーツやアーモンドの香り。程よいコクと爽やか
な酸、繊細な泡が重なり奥行きある味わいです。

熟成期間はなんと最低60カ月以上！ドサージュは
少なめの5g/l、MLFは行っていないため、この
キュヴェのために選りすぐれたブドウの味わいが
ピュアに反映されています。力強い凝縮感が長い
余韻へ続く上質シャンパーニュです。

スパークリング

ロゼ

希望小売価格 ￥9,800
容量：750ml 入数：6
弊社コード：424927
JANコード：4580404826377

ドミニク・フルール
ミレジメ 2011・グラン クリュ

希望小売価格 ￥13,500
容量：750ml 入数：6
弊社コード：424928
JANコード：4580404826384
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スパークリング

希望小売価格 ￥8,500
容量：750ml 入数：6
弊社コード：424926
JANコード：4580404826360

スパークリング

希望小売価格 ￥15,000
容量：750ml 入数：6
弊社コード：424929
JANコード：4580404826391

サン・ガール
DE SA I N T- G A L L

職人魂のアルチザン・シャンパーニュ
「サン・ガール」は、1966年に創設されたユニオン・シャンパーニュの自社ブランド。ユニオン・シャン
パーニュは、現在15Co-opが連帯し、2300人以上のブドウ栽培家が所属するシャンパーニュ最大級
の協同組合です。栽培面積は1400haにも上り、その90％以上がグランクリュないしプルミエクリュ。
品質にもとことんこだわった、ただの「農協シャンパーニュ」ではない「スーパー生産者組合」です。

サン・ガール
セレクション ブリュット

サン・ガール
ロゼ プルミエ・クリュ ブリュット

サン・ガール
ブラン・ド・ブラン プルミエ・クリュ ブリュット

DE SAINT-GALL
SELECTION BRUT

DE SAINT-GALL
ROSE PREMIER CRU BRUT

DE SAINT-GALL
BLANC DE BLANCS PREMIER CRU BRUT

フランス、シャンパーニュ
品種：シャルドネ55%、ピノ・ノワール25%、ムニエ20%
熟成期間：36カ月以上
ドサージュ：10g/l

フランス、シャンパーニュ
品種：シャルドネ59%、ピノ・ノワール25%、ムニエ16%
熟成期間：36カ月以上
ドサージュ：9g/l

フランス、シャンパーニュ
品種：シャルドネ100%
熟成期間：36カ月以上
ドサージュ：9g/l

輝きのある黄金色に、繊細で長く続く泡。フレッ
シュな果実の香りから口に含むとリンゴやライチの
ような白いフルーツの香りが広がる。最後まで豊
かな果実味を楽しむことができます。

サクランボや野イチゴなどフレッシュな赤い果実
に、バラの花びらの香りもわずかに感じられる。
味わいは非常に繊細で、美しい酸が余韻に残る。
海老などの魚介類やエスニックとも相性抜群で
す。

白い花やリンゴ、柑橘系果実のアロマが感じられ、
非常にフレッシュ。メゾンが得意とするシャルドネ
を気軽に味わうのに最適な1本。アペリティフや
ハーブを使った魚介の料理にぴったりと寄り添っ
てくれます。

スパークリング

スパークリング

ロゼ

スパークリング

希望小売価格 ￥7,500
容量：750ml 入数：6
弊社コード：425729
JANコード：3232031001245

希望小売価格 ￥8,500
容量：750ml 入数：6
弊社コード：425730
JANコード：3232030100307

希望小売価格 ￥8,700
容量：750ml 入数：6
弊社コード：425731
JANコード：3232030100154

サン・ガール
ブラン・ド・ブラン グラン・クリュ エクストラ・ブリュット

サン・ガール
ブラン・ド・ブラン グラン・クリュ ブリュット

サン・ガール オルパール
ブラン・ド・ブラン グラン・クリュ ブリュット 2008

DE SAINT-GALL
BLANC DE BLANCS GRAND CRU EXTRA BRUT

DE SAINT-GALL
BLANC DE BLANCS GRAND CRU BRUT

DE SAINT-GALL ORPALE
BLANC DE BLANCS GRAND CRU BRUT 2008

フランス、シャンパーニュ
品種：シャルドネ100%
熟成期間：48カ月以上
ドサージュ：5g/l

フランス、シャンパーニュ
品種：シャルドネ100%
熟成期間：60カ月以上
ドサージュ：9g/l

フランス、シャンパーニュ
品種：シャルドネ100%
熟成期間：10年以上
ドサージュ：7g/l

リンゴやグレープフルーツなどの爽やかなシトラス
や蜂蜜の余韻。スモーキーさも感じられ、グリル
した魚介やお寿司との相性は最高。ごくわずかの
ドサージュで仕上げた、ピュアなシャルドネの味わ
いが際立つ1本です。

熟した柑 橘、アプリコット、白桃などの豊かな
フルーツの香りに、焼いたパンの香ばしいアロマ
が重なる。キレのある酸と長く続く余韻に、ヴィン
テージ・グラン・クリュの実力を感じる1本です。

輝く黄金色と繊細な泡が美しく映えるシャンパー
ニュ。最初にシトラスや砂糖漬けのレモン、黄色い
果実の香りが現れ、その後、葉巻のようなスモー
キーさとローストナッツの 香りがほのかに香り
ます。

スパークリング

希望小売価格 ￥9,600
容量：750ml 入数：6
弊社コード：425740
JANコード：3232030100857

スパークリング

希望小売価格 ￥13,900
容量：750ml 入数：6
弊社コード：425741
JANコード：3232031000958

スパークリング

希望小売価格 ￥25,000
容量：750ml 入数：6
弊社コード：427940
JANコード：3232031001580
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フェルナン・エンジェル
F ER NA N D ENGEL

自社畑のすべてがオーガニック！ アルザスでも指折りの有機栽培ドメーヌ
細長く南北に伸びるアルザスの中心部、ロンシェヴィル村にある家族経営のドメーヌ・フェルナン・
エンジェル。創業は1970年にさかのぼります。現在は、創立者フェルナンの息子夫婦（ベルナール・
ダニエル夫妻）とその娘家族でドメーヌを運営しています。ドメーヌのこだわりは、2001年より始めた
有機栽培にあります。現在、8つの村、250区画にわたる65haの畑は全てエコセール認証による有機
栽培にて管理されており、これはアルザスにあるドメーヌでは最大級といえます。

フェルナン・エンジェル
リースリング レゼルヴ

フェルナン・エンジェル
ゲヴェルツトラミネール レゼルヴ

FERNAND ENGEL
RIESLING RESERVE

FERNAND ENGEL
GEWURZTRAMINER RESERVE

フランス、アルザス
品種：リースリング100%

フランス、アルザス
品種：ゲヴュルツトラミネール100%

手摘みで収穫後、全房圧搾。約20度で発酵後、8カ月のシュール
リー、残糖1. 2g/l。非常にフレッシュかつフルーティー。味わい
は非常にドライで、リースリングの特 徴である高い酸が鮮烈な
印象。アフターには柑橘の皮のようなほろ苦さとヘーゼルナッツの
香ばしさが香ります。

12時間のスキンコンタクトを経て、約20度で発酵。12〜14カ月のシュー
ルリー、残糖14g/l。バラ、ライチなど品種特有の華やかな香りに、
白桃、パッションフルーツなどの熟した果実。ミディアムボディで
ややオフドライの柔らかな口当たりがキレのある酸によって引き
締められます。
白

受賞歴

◆ Wine Enthusiast 2019 91点（2017VT）
白

希望小売価格 ￥2,800 容量：750ml
弊社コード：425543
JANコード：3760073340041

入数：12

入数：12

フェルナン・エンジェル
リースリング クロ・デ・アンジュ

フェルナン・エンジェル
リースリング グラン・クリュ プレラーテンベルグ

FERNAND ENGEL
RIESLING CLOS DES ANGES

FERNAND ENGEL
RIESLING GRAND CRU PRAELATENBERG

フランス、アルザス
品種：リースリング100%

フランス、アルザス
品種：リースリング100%

樹齢20年のブドウを手摘みで収穫後、10時間のスキンコンタクト
を経て、約20度で発酵。6〜8カ月のシュールリー、残糖12g/l。25%
の貴腐ブドウを含む。高い酸味、ミネラル感と程よい残糖分との
バランスが秀逸。凜とした佇まいの柔らかな女性を彷彿とさせます。

樹齢27年のブドウは手摘みで収穫後、全房圧搾。天然酵母により約18〜20度で
発酵。シュールリー熟成6〜8カ月、残糖5.1g/l。熟した果実味が支えるボディ感と
非常に高い酸のバランスが良く、いつまでも長い余韻が口の中に残る。グラン・
クリュが生み出すリースリングの威厳感じられる、迫力ある1本です。

受賞歴

受賞歴

◆ Wine Enthusiast 2019 92点（2017VT）

◆ Wine Enthusiast 2016 92点（2013VT） ◆ Wine Enthusiast 2017 94点（2014VT）
◆ Wine Enthusiast 2018 94点（2015VT） ◆ Riesling of the World 2018 銀賞（2015VT）

白

希望小売価格 ￥4,400 容量：750ml
弊社コード：425547
JANコード：3760073340188
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希望小売価格 ￥3,000 容量：750ml
弊社コード：425548
JANコード：3760073340065

白

入数：12

希望小売価格 ￥5,800 容量：750ml
弊社コード：425546
JANコード：3760073340218

入数：12

ヴィルボワ
V I L L EBOIS

世界一に輝いたソーヴィニヨン・ブランを生み出したスペシャリスト
オーナーのヨースト・ド・ヴィルボワ氏とワインメーカーのティエリー・メルレ氏の「ロワールのベンチ
マークとなるソーヴィニヨン・ブランを造りたい」という情熱とヴィジョンが共鳴し、ヴィルボワを
2 0 0 4年に設立。以来、デキャンター、モンディアルコンクールなど国際コンクールで評 価されて
きました。

ヴィルボワ
ソーヴィニヨン・ブラン

ヴィルボワ
プイィ・フュメ

ヴィルボワ
サンセール

ヴィルボワ
サンセール シレックス

ヴィルボワ
サンセール カイヨット

VILLEBOIS
SAUVIGNON BLANC

VILLEBOIS
POUILLY FUME

VILLEBOIS
SANCERRE

VILLEBOIS
SANCERRE SILEX

VILLEBOIS
SANCERRE CAILLOTTES

フランス、ロワール
品種：ソーヴィニヨン・ブラン100%

フランス、ロワール
品種：ソーヴィニヨン・ブラン100%

フランス、ロワール
品種：ソーヴィニヨン・ブラン100%

フランス、ロワール
品種：ソーヴィニヨン・ブラン100%

フランス、ロワール
品種：ソーヴィニヨン・ブラン100%

刈りたての芝 生のようなフレッ
シュさとシトラスのアロマ、グレー
プフルーツにグーズベリーのよう
な味わい。フレッシュで清涼感が
あり軽快な飲み心地です。

スモーキーさと熟したフルーツの
複雑な香り。パイナップル、ピー
チにマンゴーといったトロピカル
な印象で、滑らかな舌触りとエレ
ガントな酸が特徴的です。

世界一のソーヴィニヨン・ブラン！
サンセールの特徴的なテロワール
「粘土質、石灰質、
マール」という
3つの土壌で育ったブドウを使用
し、特徴がよく表現されています。

シレックスは「火打石」の意味。
シレックスは太陽の熱を保ち夜間
でもブドウが早く熟すことで、酸
と、独特なミネラル感、長い余韻
があります。

カイヨットは「小石」という意味。
カイショット土壌の特 徴は若い
ヴィンテージでも素晴らしい凝縮
感のあるアロマ。エレガントなス
タイルです。

白

白

希望小売価格 ￥2,000
容量：750ml 入数：6
弊社コード：424924
JANコード：3760189780519

白

希望小売価格 ￥4,600
容量：750ml 入数：6
弊社コード：424923
JANコード：3760189780700

白

希望小売価格 ￥4,600
容量：750ml 入数：6
弊社コード：424922
JANコード：3760189780557

白

希望小売価格 ￥7,000
容量：750ml 入数：6
弊社コード：424919
JANコード：3760189780908

希望小売価格 ￥7,000
容量：750ml 入数：6
弊社コード：424920
JANコード：3760189780984

ヴィルボワ
プイィ・フュメ マール キンメリジャン

ヴィルボワ
サンセール テール・ブランシュ

ヴィルボワ
サンセール レ・モンダネ

ヴィルボワ
サンセール レ・ボッファン

VILLEBOIS
POUILLY FUME MARNES-KIMMERIDGIENNES

VILLEBOIS
SANCERRE TERRES BLANCHES

VILLEBOIS
SANCERRE LES MONTS DAMNES

VILLEBOIS
SANCERRE LES BOFFANTS

フランス、ロワール
品種：ソーヴィニヨン・ブラン100%

フランス、ロワール
品種：ソーヴィニヨン・ブラン100%

フランス、ロワール
品種：ソーヴィニヨン・ブラン100%

フランス、ロワール
品種：ソーヴィニヨン・ブラン100%

化 石となった 小さな貝の 塊 が
マール と呼ばれ、この土壌が長
期熟成に耐えうる甘美な複雑味を
産み出します。グーズベリーやシト
ラスの香りとパワフルでしっかり
としたミネラル感があります。

テール・ブランシュは「白い大地」
と言う意味。石灰質の平たい石で
覆われる畑で造られるまろやかで
長い余韻のワイン。様々なフレー
バーが絶妙で飲み応えがあります。

モンダネとは「呪いの山」と言う
意味。南南西向きの切り立つよう
な斜面からこの名前がついた。
マール・キンメリジャンを含む土
壌。サンセールでも1・2を争う偉
大な区画です。

ボッファンは古いフランス語で
「強風」という意味。ワインに円
み、奥行き、長く素晴らしい余韻
を与える。繊細だが豊かな口当た
りでまとまりのある優れたオイル
のような滑らかさです。

白

希望小売価格 ￥7,000
容量：750ml 入数：6
弊社コード：424918
JANコード：3760189780915

白

希望小売価格 ￥7,000
容量：750ml 入数：6
弊社コード：424921
JANコード：3760189780960

白

希望小売価格 ￥8,700
容量：750ml 入数：6
弊社コード：424894
JANコード：3760189780939

白

希望小売価格 ￥8,700
容量：750ml 入数：6
弊社コード：424917
JANコード：3760189780953
15

セバスチャン・ダンプ
SEBA STI EN DA M P T

シャブリの名手ダニエル・ダンプの息子が設立したドメーヌ。セバスチャンの持つ
父親譲りの天才的醸造センスは、世界から大きな注目を集めています
シャブリの名手ダニエル・ダンプの息子セバスチャンが2007年に立ち上げたドメーヌ。ファースト・
ヴィンテージからFeminaliseコンクールで金賞を受賞する等、父譲りのワイン造りへの才能が注目を
集めています。伝統的手法を尊重しつつも、微量の酸化を促す事の出来る卵型コンクリートタンク
を導入するなど新しい技術も積極的に取り入れ、ピュアで直線的なシャブリの味わいを追求してい
ます。
◆ 栽培・醸造ポイント

伝統的醸造方法。空圧式プレス機で丁寧に圧搾後、デブルバージュ。シャブリ特有のミネラルを活かす為、発酵はステンレスタンクで行う。
一部のキュヴェには卵型のコンクリートタンクを使用。マロラクティック発酵。

セバスチャン・ダンプ
シャブリ

セバスチャン・ダンプ
シャブリ プルミエ・クリュ レ・ヴァイヨン

SEBASTIEN DAMPT
CHABLIS

SEBASTIEN DAMPT
CHABLIS 1ER CRU LES VAILLONS

フランス、ブルゴーニュ、シャブリ
品種：シャルドネ

フランス、ブルゴーニュ、シャブリ
品種：シャルドネ

平均樹齢45年。ステンレスタンクで醸造。8〜10か月熟成。
フレッシュな酸と果実味が豊かな味わいです。

平均樹齢60年。ステンレスタンクで醸造。フローラルで
シャブリらしい瑞々しいミネラルと繊細さを持ちます。

白

希望小売価格 ¥5,000
容量：750ml 入数：6
弊社コード：425646
JANコード：4580404827299

セバスチャン・ダンプ
シャブリ・プルミエ・クリュ・コート・ド・レシェ

セバスチャン・ダンプ
シャブリ プルミエ・クリュ レ・ブーニョン

SEBASTIEN DAMPT
CHABLIS 1ER CRU COTE DE LECHET

SEBASTIEN DAMPT
CHABLIS 1ER CRU LES BEUGNONS

フランス、ブルゴーニュ、シャブリ
品種：シャルドネ

フランス、ブルゴーニュ、シャブリ
品種：シャルドネ

平均樹齢50年。ステンレスタンクで醸造。伸びやかな
酸と美しいミネラルを持つ熟成可能なシャブリです。

平均樹齢 6 0年。最も南に位置する1級畑。卵型コンク
リートタンク使用。素晴らしく凝縮した果実味です。

白

希望小売価格 ¥5,000
容量：750ml 入数：6
弊社コード：425647
JANコード：4580404827305
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白

希望小売価格 ¥3,500
容量：750ml 入数：6
弊社コード：425645
JANコード：4580404827282

白

希望小売価格 ¥5,400
容量：750ml 入数：6
弊社コード：425648
JANコード：4580404827312

アルメール＆ベルナール・リオン
DOM A I N E A R M EL L E & BER NA R D R ION

1896年より続くヴォーヌ・ロマネの老舗リオン家
父と3人の娘達が、樹齢50年の古樹から凝縮味溢れるワインを造っています
1896年より続くヴォーヌ・ロマネの名家。ドメーヌ名はベルナール・リオンと妻アルメールの名を冠し
ていますが、現在は夫婦の3人の娘たちがドメーヌを継承。2006年より父と共に栽培・醸造を担当
娘のアリスは、父の造るワインの特徴である樹齢50年以上の古樹に由来する凝縮味と力強さを引き
継ぎつつも、より繊細で洗練されたスタイルへと進化させ、高い評価を得ています。銘醸村ヴォー
ヌ・ロマネの真髄が感じられるドメーヌです。
◆ 栽培・醸造ポイント

リュット・レゾネ（減農薬）農法。ブドウ栽培の多くを手作業で行う。100%除梗後、開放型タンクで2〜3週間かけて醸造。
ワインに凝縮味とバランスを与える為、約15か月木樽熟成（新樽比率15%）させます。

ベルナール・リオン
ブルゴーニュ・ピノ・ノワール

ドメーヌA&Bリオン
ブルゴーニュ・ピノ・ノワール・ラ・クロワ・ブランシュ

BERNARD RION (SARL)
BOURGOGNE PINOT NOIR

DOMAINE A&B RION
BOURGOGNE PINOT NOIR LA CROIX BLANCHE

フランス、ブルゴーニュ
品種：ピノ・ノワール

フランス、ブルゴーニュ
品種：ピノ・ノワール

厳選した複数区画のブドウを使用。フローラルな
アロマと果実味に富んだ味わいで若い間から楽し
めます。

ヴォーヌ・ロマネ村南方に位置する樹齢50年の古
樹区画。強さと繊細なタンニンを持つ。熟成も可
能です。

赤

赤

希望小売価格 ¥3,500
容量：750ml 入数：6
弊社コード：425797
JANコード：4580404827695

希望小売価格 ¥5,000
容量：750ml 入数：6
弊社コード：425798
JANコード：4580404827701

ドメーヌA&Bリオン
ニュイ・サン・ジョルジュ・ダム・マルゲリット

ドメーヌA&Bリオン
シャンボール・ミュジニィ・レ・ゼシェゾー

ドメーヌA&Bリオン
クロ・ド・ヴージョ・グラン・クリュ

DOMAINE A&B RION
NUITS SAINT GEORGES DAME MARGUERITE

DOMAINE A&B RION
CHAMBOLLE MUSIGNY LES ECHEZEAUX

DOMAINE A&B RION
CLOS DE VOUGEOT GRAND CRU

フランス、ブルゴーニュ、ニュイ・サン・ジョルジュ
品種：ピノ・ノワール

フランス、ブルゴーニュ、シャンボール・ミュジニィ
品種：ピノ・ノワール

フランス、ブルゴーニュ、クロ・ド・ヴージョ
品種：ピノ・ノワール

ニュイ・サン・ジョルジュ村北部の複数区画。 マル
ゲリット は祖先の女性の名。丸みと力強さを兼ね
備え、果実味溢れる味わいです。

樹齢50年の陽当たりの良い区画。若い間は赤系果
実やスミレ。熟成を重ねるとキノコや皮のニュアン
スも。

クロ・ド・ヴージョの中心部に位置する樹齢80年
の古樹区画。赤系果実の華やかなアロマとバラン
スの良さが特徴です。

赤

希望小売価格 ¥11,000
容量：750ml 入数：6
弊社コード：425799
JANコード：4580404827718

赤

希望小売価格 ¥13,000
容量：750ml 入数：6
弊社コード：425800
JANコード：4580404827725

赤

希望小売価格 ¥30,000
容量：750ml 入数：6
弊社コード：425803
JANコード：4580404827756
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ヴァンサン・ラトゥール
V I NCEN T L ATOUR

3世紀以上続く老舗ワイナリー。ムルソー本来の繊細なアロマとミネラリティを
表現した、真のブルゴーニュ好きの為のワイン
1792年以来3世紀にわたりムルソーでワインを造り続ける老舗。以前はドメーヌ・ジャン・ラトゥー
ル・ラヴィーユ・エ・フィスというドメーヌ名でしたが、2011年より現当主名を冠したヴァンサン・ラ
トゥールに変わりました。ムルソー本来の繊細なアロマとミネラリティを隠す事の無いように新樽の
使用は極僅かのみ。また通常より大きい600Lの木樽を使用しています。真のブルゴーニュ愛好家の
為の、偉大なムルソーです。
◆ 栽培・醸造ポイント

リュット・レゾネ（減農薬）農法。ムルソーの繊細なアロマと風味を隠さない為に、バトナージュは行わず新樽の使用も20％のみ。
600ℓの木樽で12カ月熟成後、ステンレスタンクで4〜6か月熟成を行います。

ヴァンサン・ラトゥール
ブルゴーニュ ブラン

ヴァンサン・ラトゥール
ムルソー キュヴェ・サン・ジャン

ヴァンサン・ラトゥール
ムルソー・プルミエ・クリュ・シャルム

VINCENT LATOUR
BOURGOGNE BLANC

VINCENT LATOUR
MEURSAULT CUVEE SAINT JEAN

VINCENT LATOUR
MEURSAULT 1ER CRU CHARMES

フランス、ブルゴーニュ
品種：シャルドネ

フランス、ブルゴーニュ、ムルソー
品種：シャルドネ

フランス、ブルゴーニュ、ムルソー
品種：シャルドネ

樹齢70年の古樹を含む区画。リンゴやレモ
ン等の瑞々しい果実が繊 細かつ深みを
持って広がります。

1924年植樹の古樹を含む、3区画のブドウ
を使用。溌剌とした柑橘系果実が主体の
バランス良い味わいです。

しっかりとした骨格とボディを持ち、密度の
高い味わい。熟成により更なる進化が期待
出来ます。

白

白

希望小売価格 ¥4,000
容量：750ml 入数：6
弊社コード：425649
JANコード：4580404827329

希望小売価格 ¥13,500
容量：750ml 入数：6
弊社コード：425653
JANコード：4580404827367

ヴァンサン・ラトゥール
ピュリニー・モンラッシェ

ヴァンサン・ラトゥール
シャサーニュ・モンラッシェ

ヴァンサン・ラトゥール
ブルゴーニュ ルージュ

ヴァンサン・ラトゥール
ムルソー ルージュ

VINCENT LATOUR
PULIGNY MONTRACHET

VINCENT LATOUR
CHASSAGNE MONTRACHET

VINCENT LATOUR
BOURGOGNE ROUGE

VINCENT LATOUR
MEURSAULT ROUGE

フランス、ブルゴーニュ、ピュリニー・モンラッシェ
品種:シャルドネ

フランス、ブルゴーニュ、シャサーニュ・モンラッシェ
品種:シャルドネ

フランス、ブルゴーニュ
品種：ピノ・ノワール

フランス、ブルゴーニュ
品種：ピノ・ノワール

格 調の高いノーズ、バラの花、ライチの
ノート。しっかりとコクがあり、最後はエ
ネルギッシュに伸びる。

表現力に富んだノーズは柑橘＆フローラル系。
複雑な味わいはボリューミーに余韻へと続く。
最後まで一貫して美しい柑橘のニュアンス。

軽快で果実味に富んだピノ・ノワール。チー
ズ等に合わせて、気軽に楽しむ事の出来る
味わい。

AOC全体の約8%しか造られていない希少
なムルソー赤。エレガントで心地よい口当
たり。

白

希望小売価格 ￥9,000
容量：750ml 入数：6
弊社コード：427887
JANコード：4570045904848
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白

希望小売価格 ¥9,800
容量：750ml 入数：6
弊社コード：425650
JANコード：4580404827336

白

希望小売価格 ￥8,000
容量：750ml 入数：6
弊社コード：427888
JANコード：4570045904855

赤

希望小売価格 ¥4,000
容量：750ml 入数：6
弊社コード：425654
JANコード：4580404827374

赤

希望小売価格 ¥6,500
容量：750ml 入数：6
弊社コード：425814
JANコード：4580404827626

ミッシェル・マラール
M ICH EL M A L L A R D

ドメーヌ・デュジェニーの醸造責任者が醸す、コルトン・グラン・クリュ
長期熟成によりその真価を発揮する秀逸ブルゴーニュ
コート・ド・ボーヌとコート・ド・ニュイが交差するラドワ・セリニ村で5世代続くドメーヌ。醸造を担
当するのは、現当主パトリックの息子ミッシェル・マラール。祖父と同じ名前を持つ彼はその類い稀
なる手腕を認められ、ドメーヌ・デュジェニーの醸 造責任者も努めています。コルトン グラン・クリュ
を筆頭に銘醸畑を所有。各テロワールのポテンシャルを最大限に引き出し、ゆっくりと熟成を重ねる
事で真価を発揮するワインを造り出しています。
◆ 栽培・醸造ポイント

リュット・レゾネ（減農薬）農法。各区画のテロワールの表現を重視し、区画毎に最良の栽培・醸造方法を選択しています。
発酵中はバトナージュ及びルモンタージュを行い、長期熟成に必要な骨格とタンニンを得ています。

ミッシェル・マラール
コルトン・グラン・クリュ・ロニェ 2011

ミッシェル・マラール
コルトン・グラン・クリュ・レ・マレショード 2000

MICHEL MALLARD
CORTON GRAND CRU LE ROGNET 2011

MICHEL MALLARD
CORTON GRAND CRU LES MARECHAUDES 2000

フランス、ブルゴーニュ、コルトン
品種：ピノ・ノワール

フランス、ブルゴーニュ、コルトン
品種：ピノ・ノワール

ラドワ・セリニの区画。木樽（新樽70%）で16〜18カ月熟成。黒系
果実とスパイス香が主体。

アロース・コルトンの区画。木樽（新樽70%）で16〜18カ月熟成。
華やかなアロマと滑らかなタンニン。

赤

赤

希望小売価格 ￥16,000
容量：750ml
入数：6
弊社コード：429421
JANコード：4570045908327

希望小売価格 ￥18,000
容量：750ml
入数：6
弊社コード：425807
JANコード：4580404827664

ミッシェル・マラール
コルトン・グラン・クリュ・レ・ルナルド 2006

ミッシェル・マラール
コルトン・シャルルマーニュ 2018

MICHEL MALLARD
CORTON GRAND CRU LES RENARDES 2006

MICHEL MALLARD
CORTON CHARLEMAGNE 2018

フランス、ブルゴーニュ、コルトン
品種：ピノ・ノワール

フランス、ブルゴーニュ、コルトン・シャルルマーニュ
品種：シャルドネ

アロース・コルトンの丘の中腹に位置。木樽（新樽70%）で16〜18カ月
熟成。野趣に富み、力強い味わい。

柑橘類、菩提樹の花、クローブの香りが漂います。口に含むと、生き
生きとしていながらもおおらかで、エレガントなミネラル感が特徴的。

赤

希望小売価格 ¥25,000
容量：750ml
入数：6
弊社コード：425808
JANコード：4580404827671

白

希望小売価格 ￥30,000
容量：750ml
入数：6
弊社コード：429422
JANコード：4570045908334
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シャトー・クィンタス
CH AT E AU QUI N T US

オー・ブリオンの芸術が織り成す右岸の至宝
ボルドー5大シャトーのひとつ「シャトー・オー・ブリオン」を有するドメーヌ・クラレンス・ディロン。
2011年、4代目当主のルクセンブルグ大公国ロベール殿下は、サン・テミリオンの「シャトー・テルトル・
ド・ゲイ」を取得。その後、人気シャトーであった「シャトー・ラロゼ」の畑も取得し、シャトー名を「シャ
トー・クィンタス」と改め、ボルドー右岸のトップ・ワイナリーを目指し、新たなる挑戦を始めました。

サン・テミリオン・ド・クィンタス

ル・ドラゴン・ド・クィンタス

SAINT-EMILION DE QUINTUS

LE DRAGON DE QUINTUS

CHATEAU QUINTUS

フランス、ボルドー、サン・テミリオン
品種：メルロー、カベルネ・ソーヴィニヨン、カベルネ・フラン

フランス、ボルドー、サン・テミリオン
品種：メルロー、カベルネ・ソーヴィニヨン、カベルネ・フラン

フランス、ボルドー、サン・テミリオン
品種：メルロー、カベルネ・フラン

シャトー・クィンタスのサードラベル。
シャトー・クィンタスと同じ区画のブドウで造られ
た、ハイコストパフォーマンスワイン。ファーストお
よびセカンドラベルよりも若いうちから楽しむこと
ができる。
瑞々しい果実・スパイス・上品なオークの香りがバ
ランス良く調和し、全体を奥深く複雑な印象へと
誘う。濃厚な果実味の中にエレガントな酸が心地
良く引き立ち、チャーミングで飲み続けたくなる味
わいを巧みに表現している。
ファーストラベルと同様の発酵を経て、木樽で12カ月
熟成。新樽比率は約12%。

シャトー・クィンタスのセカンドラベル。
西洋では昔からドラゴンは財宝の守り神として知
られており、シャトー・クィンタスの類まれなるテロ
ワールを守るシンボルとして冠したセカンドラベル。
フレッシュな赤系果実から円熟した黒系果実ま
で、バラエティ豊かなアロマが複雑に織り成す。ア
タックは柔らかく、エレガントで甘美な味わいに溢
れ、上質でなめらかなタンニンがワイン全体の骨
格を見事に支えている。
収穫したブドウは粒単位で厳選。ファーストラベル
と同様の発酵を経て、木樽で14カ月熟成。新樽比
率は約33%。

シャトー・クィンタスのファーストラベル。
厳選に厳選を重ねたバレルテイスティングにて、最
高品質と判断されたワインのみを贅沢に使用。ド
メーヌ・クラレンス・ディロンが同じく手掛けるシャ
トー・オー・ブリオンにも匹敵する、ボルドー右岸
を代表するトップワイン。
ラズベリーを想わせる華やかな香りを、カカオのよ
うな濃厚でスパイシーな香りが上品に包み込む。洗
練された果実味と丸みを帯びたタンニンが口中に
広がり、非常に長い余韻を感じられる至福の1本。
ステンレスタンクでルモンタージュ及びピジャー
ジュを行いながら発酵。木樽で15カ月熟成。新樽
比率は約35％。

赤

希望小売価格 ¥5,000
容量：750ml
入数：6
弊社コード：425771
JANコード：3760136218812
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赤

希望小売価格 ¥10,000
容量：750ml
入数：6
弊社コード：425772
JANコード：4580404827787

シャトー・クィンタス

赤

希望小売価格 ¥25,000
容量：750ml
入数：12
弊社コード：425827
JANコード：4580404827817

シャトー・ジンコ
CH AT E AU GI N KG O

日本人女性醸造家が手掛ける珠玉のボルドーワイン
ボルドーで初の日本人女性醸造家「百合草梨紗」氏が手掛けるワイナリー。ボルドー右岸、サンテミリオンから十数
キロ離れたカスティヨン・コート・ド・ボルドーにシャトーを構えています。2015年に購入した自社畑はペトリュスで
44年間醸造家として勤めた伝説の男「ジャン＝クロード・ベルエ」氏のお墨付き。トップキュヴェの「シャトー・
ジンコ」は完全有機農法で造られるオーガニックワインで、2019ヴィンテージからはフランス農務省により定め
られ、厳しい基準が設けられているオーガニック認証AB（アグリチュール・ビオロジック）を取得しています。

ジー・バイ・ユリグサ ルージュ

ジー・バイ・ユリグサ ブラン

シャトー・ジンコ

G BY YURIGUSA ROUGE

G BY YURIGUSA BLANC

CHATEAU GINKGO

フランス、ボルドー、カスティヨン・コート・ド・ボルドー
品種：メルロー95％、カベルネ・フラン5％

フランス、ボルドー、グラーヴ
品種：ソーヴィニョン・ブラン60％、セミヨン40%

フランス、ボルドー、カスティヨン・コート・ド・ボルドー
品種：メルロー100％

所有する自社畑のすぐ近くにあるワイナリーと提携
し、百合草氏の完全監修によって造られるバリュー
ワイン。熟成は1年か2年使用のフレンチオーク樽
で約半年間。早いうちから華やかなアロマがあり、
骨格もしっかりしていて上質な格付けボルドーを
思わせる気品も感じられます。

ボルドー白ワインの銘醸地グラーヴにあるワイナリー
と提携し、百合草氏の完全監修によって造られる
バリューワイン。熟成は2年使用のフレンチオーク樽
で約半年間。ふくよかな柑橘系のフルーツとマン
ゴーやはちみつのような甘い香り。口に含むと、
新鮮で濃厚なボリューム感を感じます。

化学肥料、農薬、除草剤等は一切使用しない有機
農法。野生酵母によりステンレスタンクで発酵、20カ月
間、500lのフレンチオーク樽で熟成。
マロラクティッ
ク発酵は春になって自然に始まるのを待ち、ノンコ
ラージュ・ノンフィルターで造られます。ブドウの旨味
が濃縮されており、土壌由来のミネラルときれいな
酸がバランスよく口に広がります。

赤

希望小売価格 ￥3,000
容量：750ml
入数：12
弊社コード：429326
JANコード：4570045906866

白

希望小売価格 ￥3,000
容量：750ml
入数：12
弊社コード：429327
JANコード：4570045906873

赤

希望小売価格 ￥13,000
容量：750ml
入数：6
弊社コード：429325
JANコード：4570045906880
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シャトー・フェラン
CH AT E AU F ER R A N

「究極の有機栽培農法」と称されるデメター（EU委員会）認証の
オーガニックワイン
フランス・ボルドー地方のアントゥル・ドゥ・メールに位置する畑では、現在でも若い土地には無用に
踏み固めないよう、馬を使って耕作するなど、土壌、自然を最大限に尊重したブドウ栽培を徹底。
土壌由来のブドウ本来の味わいと複雑さが表現されています。

シャトー・フェラン
サン・ピエール ルージュ

シャトー・フェラン
サン・ピエール ブラン

CHATEAU FERRAN
SAINT-PIERRE ROUGE

CHATEAU FERRAN
SAINT-PIERRE BLANC

フランス、ボルドー
品種：メルロー60%、カベルネ・フラン30%、
カベルネ・ソーヴィニヨン10%

フランス、ボルドー
品種：ソーヴィニヨン・ブラン60%、セミヨン40%

EU委員会認証オーガニック・ワイン。
「究極の有機
栽培農法」と称されるデメター認証、ビオディナミ・
ワイン。現在でも若い土地には無用に踏み固めない
よう、馬を使って耕作するなど、土壌、自然を最大
限に尊重しています。身体にも自然にも優しいワイ
ンです。フレッシュで豊かな果実味、おだやかな
酸、丸みのあるタンニン。

EU委員会認証オーガニック・ワイン。
「究極の有機
栽培農法」と称されるデメター認証、ビオディナミ・
ワイン。現在でも若い土地には無用に踏み固めない
よう、馬を使って耕作するなど、土壌、自然を最大
限に尊重されています。身体にも自然にも優しいワ
インです。柑橘やハーブのさわやかな香り。引き締
まった酸の中に、コクや旨味を感じます。

赤

希望小売価格 ¥1,680
容量：750ml
入数：12
弊社コード：422565
JANコード：3760102210307
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白

希望小売価格 ¥1,680
容量：750ml
入数：12
弊社コード：422564
JANコード：3760102210086

モン･ペラ スペシャルセレクション
MON T-PER AT SPECI A L SEL EC TION

シャトー･モン･ペラのセカンドワイン
ボルドーのアントゥル・ドゥ・メールで200年以上の歴史を持ち、ワイン界に多大な影響力をもつデス
パーニュ家が造るシャトー･モン･ペラのセカンドワイン。シャトー･モン･ペラは、1864年のガイドブッ
クにも記載されているほど古い歴史のあるシャトーで、1998年にデスパーニュ家の所有となり、近年
ではボルドーの有名格付けワインと並び称されています。

モン･ペラ スペシャルセレクション
ルージュ

モン･ペラ スペシャルセレクション
ブラン

MONT-PERAT SPECIAL SELECTION
ROUGE

MONT-PERAT SPECIAL SELECTION
BLANC

フランス、ボルドー
品種：メルロー80％、カベルネ・ソーヴィニヨン10％、
カベルネ・フラン10％

フランス、ボルドー
品種：ソーヴィニヨン・ブラン85％、
セミヨン15％

あのシャトー･モン･ペラのセカンドワイン！ボリュー
ム感があり果実味たっぷりで、きめ細かいヴィロー
ドの様な口触りです。

あのシャトー･モン･ペラのセカンドワイン！柑橘系
の活き活きとしたアロマがあり、余韻が心地良く残
ります。

赤

希望小売価格 ¥1,850
容量：750ml
入数：12
弊社コード：422107
JANコード：3375080156518

白

希望小売価格 ¥1,850
容量：750ml
入数：12
弊社コード：422106
JANコード：3375080457516
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ドメーヌ・
ド・バロナーク
DOM A I N E DE BA RONA RQU ES

シャトー・ムートン・ロートシルトと同じワイン造りの哲学、
手法によるプレミアム南仏ワイン
ドメーヌ・ド・バロナークは、ボルドー5大シャトーのひとつ「シャトー・ムートン・ロートシルト」を所有
する、バロン・フィリップ・ド・ロートシルト社が手掛けるオーパスワン、アルマヴィーヴァに並ぶ、プレ
ミアムジョイントベンチャーワイナリーとしてスタート。それまでのスタンダードな南仏ワインをはるか
に凌駕する、ボルドー格付シャトーの風格漂うワインです。

ラ・キャピテール・ド・バロナーク
LA CAPITELLE DE BARONARQUES

フランス、リムー
品種：メルロー45%、シラー32%、
マルベック18%、
カベルネ・フラン5％
ムートン擁するバロン・フィリップ社がオーパスワン、アルマ
ヴィーヴァに続き、南仏のリムーで手掛けるプレミアムワイン。
醸造はムートンと同じ方法で行い、ムートンの樽で6カ月間
熟成を行っています。メルローを主体にシラーとマルベック、
カベルネ・フランをブレンド。その力強さと偉大さはまさに
南仏のグランヴァン。
赤

希望小売価格 ¥4,300
容量：750ml
入数：6
弊社コード：430025
JANコード：3760132252308
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デュラス
DEL A S

世界No.1シャンパーニュメゾンが惚れ込んだワイン
1835年に設立されたローヌの老舗ワイナリー「デュラス」。1993年よりシャンパーニュの最高峰「クリスタル」
を有する「ルイ・ロデレール」グループが所有したことで大きな転換期を迎えます。北部ローヌを本拠地と
して180年以上培った経験を活かしながら、
「ルイ・ロデレール」が誇る卓越した技術を融合し、これまでに
ない新たなローヌワインのスタイルを確立しました。2019年および2021年に『ワイン&スピリッツ誌』で世界
TOP100ワイナリーに選出され、世界が注目するワイナリーへと進化を遂げています。

デュラス
エルミタージュ・ルージュ
ドメーヌ・デ・トゥーレット

デュラス
エルミタージュ・ブラン
ドメーヌ・デ・トゥーレット

DELAS
HERMITAGE ROUGE
DOMAINE DES TOURETTES

DELAS
HERMITAGE BLANC
DOMAINE DES TOURETTES

フランス、ローヌ、エルミタージュ
品種：シラー 100％

フランス、ローヌ、エルミタージュ
品種：マルサンヌ90％、ルーサンヌ10％

複雑で凝縮したアロマが力強く溢れ出します。口
当たりは滑らかで後から濃厚なタンニンが徐々に
引き立ってきます。長期熟成を経て偉大なワインに
なる可能性を大いに秘めています。手摘みで最適
な熟度のブドウのみを厳選。コンクリートタンクで
発酵後、木樽で熟成。

フローラルで柑橘系果実のコンフィの様なアロマ
に満ちている。余韻にはトーストしたブリオッシュ
やバニラなど繊細な樽香が心地良い。口中は力強
く濃厚だが、フレッシュさが余韻に残ります。手摘
みで収穫。木樽で発酵後、澱と共に木樽で9〜12
カ月熟成。
白

赤

希望小売価格 ¥14,000
容量：750ml 入数：6
弊社コード：427011
JANコード：3359950333889

希望小売価格 ¥14,000
容量：750ml 入数：6
弊社コード：427012
JANコード：3359950292810

デュラス
クローズ・エルミタージュ・ルージュ
ドメーヌ・デ・グラン・シュマン

デュラス
クローズ・エルミタージュ・ルージュ
レ・ローヌ

デュラス
クローズ・エルミタージュ・ブラン
レ・ローヌ

DELAS
CROZES HERMITAGE ROUGE
DOMAINE DES GRANDS CHEMINS

DELAS
CROZES HERMITAGE ROUGE
LES LAUNES

DELAS
CROZES HERMITAGE BLANC
LES LAUNES

フランス、ローヌ、クローズ・エルミタージュ
品種：シラー 100％

フランス、ローヌ、クローズ・エルミタージュ
品種：シラー 100％

フランス、ローヌ、クローズ・エルミタージュ
品種：マルサンヌ80%、ルーサンヌ20％

黒系果実の香りが幾重にも重なり合うとともに、
この区画の特徴であるフュメ香と甘草のニュアン
スも。果実味とタンニンがバランス良く溶け合い、
深みのある味わいと長い余韻を楽しめます。手摘
みで収穫後、コンクリートタンクで発酵。木樽及び
ステンレスタンクで14カ月熟成。

フルーティでカシスやプラム、スミレの豊かなアロ
マ。たっぷりと丸みを持って口中に広がり、良質
なタンニンは長期熟成の可能性を秘めています。
手摘みで収穫後、コンクリートタンクで発酵。樽
香と果実味をバランスよく得る為に、木樽及びタ
ンクで発酵。

柑橘系果実及びマンゴーやライチ等エキゾチック
フルーツの華やかでフローラルなアロマ。口中はフ
レッシュかつフルーティで、しなやかに心地よく広
がっていきます。手摘みで収穫後、凝縮したアロマ
を得る為に低温（16〜18℃）で発酵。良質の澱と
共に熟成。

赤

希望小売価格 ¥6,800
容量：750ml 入数：6
弊社コード：427015
JANコード：3359950320094

赤

希望小売価格 ¥3,900
容量：750ml 入数：6
弊社コード：427017
JANコード：3359950333001

白

希望小売価格 ¥4,100
容量：750ml 入数：6
弊社コード：427016
JANコード：3359950332851
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デュラス
コート・ロティ
セニュール・ド・モージロン

デュラス
コンドリュー
クロ・ブーシェ

デュラス
シャトーヌフ・デュ・パプ
オート・ピエール

デュラス
ヴァントー

DELAS
COTE ROTIE
SEIGNEUR DE MAUGIRON

DELAS
CONDRIEU
CLOS BOUCHER

DELAS
CHATEAUNEUF DU PAPE ROUGE
HAUTE PIERRE

DELAS
VENTOUX

フランス、ローヌ、コート・ロティ
品種：シラー 100%

フランス、ローヌ、コンドリュー
品種：ヴィオニエ 100%

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％

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

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。

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。

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。

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。

赤

赤

赤

希望小売価格 ¥13,000
容量：750ml 入数：6
弊社コード：427013
JANコード：3359950318794

希望小売価格 ¥6,800
容量：750ml 入数：6
弊社コード：427014
JANコード：3359950320742

希望小売価格 ¥1,900
容量：750ml 入数：6
弊社コード：427020
JANコード：3359950336019

デュラス
コート・デュ・ローヌ ルージュ
サン・エスプリ

デュラス
コート・デュ・ローヌ ブラン
サン・エスプリ

デュラス
ヴァン・ド・ペイ・ドック
シラー

デュラス
ヴァン・ド・ペイ・ドック
ヴィオニエ

DELAS
COTES DU RHONE ROUGE
SAINT ESPRIT

DELAS
COTES DU RHONE BLANC
SAINT ESPRIT

DELAS
VIN DE PAYS D’OC
SYRAH

DELAS
VIN DE PAYS D'OC
VIOGNIER

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

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

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%

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％

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。

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。

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。

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。

赤

希望小売価格 ¥2,000
容量：750ml 入数：6
弊社コード：427018
JANコード：3359950335272
26

白

希望小売価格 ¥16,000
容量：750ml 入数：6
弊社コード：427010
JANコード：3359950319425

白

希望小売価格 ¥2,000
容量：750ml 入数：6
弊社コード：427019
JANコード：3359950335135

赤

希望小売価格 ￥1,800
容量：750ml 入数：6
弊社コード：428744
JANコード：3359950348227

白

希望小売価格 ¥1,800
容量：750ml 入数：6
弊社コード：427021
JANコード：3359950335753

コルテアウラ
CORT E AUR A

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。

コルテアウラ
フランチャコルタ ブリュット

コルテアウラ
フランチャコルタ サテン

CORTEAURA
FRANCIACORTA BRUT

CORTEAURA
FRANCIACORTA SATEN

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

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

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。

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。

赤
受賞歴

◆ デキャンタワールドワインアワード 2019銀賞
スパークリング

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

入数：6

スパークリング

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

入数：6

コルテアウラ
フランチャコルタ サテン ミレジマート 2013

コルテアウラ
フランチャコルタ インセ パ ドセ

CORTEAURA
FRANCIACORTA SATEN MILLESIMATO 2013

CORTEAURA
FRANCIACORTA INSE PAS DOSE

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

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

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。

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。

赤
受賞歴

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）
スパークリング

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

◆ デキャンタワールドワインアワード 2019銅賞

スパークリング

入数：6

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

入数：6
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チェーロ・エ・テッラ
CI EL O E T ER R A

恋人という意味のロマンティックなワイン
アマトーレとは 恋人 の意味。ラベルに描かれるロミオとジュリエットの舞台であるヴェローナ産の
ワイン。ボルドー品種とヴェネトの土着品種をブレンドしたスーパーヴェネトワインです。

アマトーレ ロッソ
ヴェローナIGT
AMATORE ROSSO
VERONA IGT

AMATORE BIANCO
VERONA IGT

イタリア、ヴェネト
品種：メルロー85%、コルヴィーナ15%

イタリア、ヴェネト
品種：ガルガーネガ85%、
ソーヴィニヨン・ブラン15%

ラベルに描かれるロミオとジュリエットの舞台である
ヴェローナ産。この地を代表する高級ワイン「アマ
ローネ」の製法を取り入れ、半乾燥させてエキスを
凝縮させたブドウを一部使用しています。メルロー
を主体に地場品種のコルヴィーナをブレンドした
スーパーヴェネトワイン！

ラベルに描かれているロミオとジュリエットの舞台で
あるイタリアのヴェローナ産。ソアヴェで有名なヴェ
ネトの地場品種のガルガーネガに、爽やかな香りの
ソーヴィニヨン・ブランをブレンド。アロマティックで
クリーンなスタイルのスーパーヴェネトワイン！

赤

希望小売価格 ¥1,380
容量：750ml
入数：6
弊社コード：420874
JANコード：8008900007527
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アマトーレ ビアンコ
ヴェローナIGT

白

スクリュー

希望小売価格 ¥1,380
容量：750ml
入数：6
弊社コード：420873
JANコード：8008900007534

ディエゴ・コンテルノ
DI EG O CON T ER NO

バローロの聖地で生まれた由緒正しき実力派ニューワイナリー
長きにわたり「コンテルノ・ファンティーノ」の醸造と栽培の責任者として名声を得ていましたが、2000年に満を
持して独立。自身の名を冠したワイン造りを始めました。モンフォルテ・ダルバ村は、「ジャコモ・コンテルノ」や
「アルド・コンテルノ」などスター生産者を排出しており、バローロの聖地として知られています。ディエゴ・コン
テルノはこの地で彼らとともに育ち、バローロのすべてを知りつくした一人として、所有するすべての自社畑で
オーガニック農法を実践し、ナチュラルかつエレガントでモダンな味わいのワインに仕上げています。

ディエゴ・コンテルノ
ランゲ・ナシェッタ

ディエゴ・コンテルノ
ドルチェット・ダルバ

ディエゴ・コンテルノ
バルベラ・ダルバ

DIEGO CONTERNO
LANGHE NASCETTA

DIEGO CONTERNO
DOLCETTO D’ALBA

DIEGO CONTERNO
BARBERA D’ALBA

イタリア、ピエモンテ
品種：ナシェッタ100％

イタリア、ピエモンテ
品種：ドルチェット100％

イタリア、ピエモンテ
品種：バルベラ100％

ランゲ地方の地品種ナシェッタ100％の白ワイン。
外 観は麦わら色で、味わいはフルーティーかつ
ミネラル感があり、ブーケは 繊 細でエレガント
です。熟成に樽は使わず6カ月間ステンレスタンクで
熟成。

ルビーレッドの色調、爽やかな溌剌とした味わい。
赤系果実の豊かな香りとエネルギーに満ちてい
ます。6カ月ステンレスタンクとコンクリートタンクで
熟成。

ルビーレッドの色調、フルーティーなブーケとコクの
ある味わい。酸があり、非常にバランスの良い
ワインです。4カ月木樽熟成し、その後6カ月コン
クリートタンクで熟成。

白

赤

赤

希望小売価格 ￥3,000
容量：750ml 入数：12
弊社コード：428502
JANコード：8034108958194

希望小売価格 ￥2,800
容量：750ml 入数：12
弊社コード：428503
JANコード：8034108950198

希望小売価格 ￥3,000
容量：750ml 入数：12
弊社コード：428504
JANコード：8034108955193

ディエゴ・コンテルノ
ランゲ・ネッビオーロ

ディエゴ・コンテルノ
バローロ

ディエゴ・コンテルノ
バローロ・デル・コムーネ・ディ・
モンフォルテ・ダルバ

DIEGO CONTERNO
LANGHE NEBBIOLO

DIEGO CONTERNO
BAROLO

DIEGO CONTERNO
BAROLO DEL COMUNE DI
MONFORTE D’ALBA

イタリア、ピエモンテ
品種：ネッビオーロ100％

イタリア、ピエモンテ
品種：ネッビオーロ100％

イタリア、ピエモンテ
品種：ネッビオーロ100％

フルーティーで焦点のあったシャープな味わい。
ネッビオーロのフレッシュなアロマを感じ、繊細
なブーケとともに長い余韻へと繋がります。5カ月
大樽で熟成し、その後4カ月コンクリートタンクで
熟成。

モンフォルテ・ダルバの3つの畑を使用し、それぞれ
が異なる特 徴を持ち、複 雑なアロマ、滑らかな
タンニン、心地よく続く長い余韻が特徴です。長期
熟成でさらなる進化が期待できます。30カ月大樽
で熟成。

モンフォルテ・ダルバの中でも最良の区画として
知られるクリュ・ジネストラのブドウを使用。スパ
イス、バルサミコ、ミネラルのニュアンスが感じられ
ます。2 4カ月大樽で熟成し、その後8カ月コンク
リートタンクで熟成。

赤

希望小売価格 ￥3,500
容量：750ml 入数：12
弊社コード：428505
JANコード：8034108952192

赤

希望小売価格 ￥6,500
容量：750ml 入数：6
弊社コード：428506
JANコード：8034108954172

赤

希望小売価格 ￥8,000
容量：750ml 入数：6
弊社コード：428507
JANコード：8034108959177
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フェルシナ
F EL SI NA

サンジョヴェーゼ100％ キャンティ・クラシコの代名詞
1966年にドメニコ・ポッジャーリによってカステルヌオーヴォ・ベラルデンガの地に創業。1983年
にリリースされた、サンジョヴェーゼ 10 0％のキャンティ・クラシコ ランチャ と、 フォンタ
ローロ が世界的な評価を受け、トップワイナリーとなりました。その後もテロワールを最大限に
表現するためサンジョヴェーゼ10 0％にこだわり、さらに近年ではオーガニック農法も取り入れ
ています。

フェルシナ
ベラルデンガ キャンティ・コッリ・セネージ

フェルシナ
ベラルデンガ キャンティ・クラシコ

フェルシナ
イ・シストリ

フェルシナ
ヴィン・サント

FELSINA
BERARDENGA CHIANTI COLLI SENESI

FELSINA
BERARDENGA CHIANTI CLASSICO

FELSINA
I SISTRI

FELSINA
VIN SANTO

イタリア、トスカーナ
品種：サンジョヴェーゼ100％

イタリア、トスカーナ
品種：サンジョヴェーゼ100%

イタリア、トスカーナ
品種：シャルドネ100％

イタリア、トスカーナ
品種：サンジョヴェーゼ、トレッビアーノ、
マルヴァジーア

「フォンタローロ」にも使われるコッリ・
セネージの区 画から造られ るサンジョ
ヴェーゼ100％のフェルシナの精神を受継
ぐデイリーキャンティ。

シエナの南東にあるベラルデンガに位置
する畑から造られるキャンティ・クラシコ。
1966年の創業当時から造られる、フェル
シナの哲学が詰まった逸品。

ソフトプレスで果汁の約60％のみを使用。
オーク樽で澱とともに発酵・熟成。麦わら
色の外観、トロピカルフルーツと桃の香り。
スパイスとバニラの香りが心地よく調和。

約1か月自然乾燥させ糖分を凝縮したブ
ドウを圧搾し、前年のヴィンテージから引
き継がれた 母なるヴィンサント と共に
100Lのオーク樽で7年間熟成。美しい黄
金色の外観。

赤

赤

希望小売価格 ￥2,400
容量：750ml 入数：6
弊社コード：428495
JANコード：8029192206061

白

希望小売価格 ￥3,500
容量：750ml 入数：6
弊社コード：428500
JANコード：8029192200496

希望小売価格 ￥6,000
容量：375ml 入数：6
弊社コード：428501
JANコード：8029192201226

フェルシナ
ランチャ キャンティ・クラシコ・リゼルヴァ

フェルシナ
フォンタローロ

フェルシナ
マエストロ・ラーロ

FELSINA
RANCIA CHIANTI CLASSICO RISERVA

FELSINA
FONTALLORO

FELSINA
MAESTRO RARO

イタリア、トスカーナ
品種：サンジョヴェーゼ100%

イタリア、トスカーナ
品種：サンジョヴェーゼ100％

イタリア、トスカーナ
品種：カベルネ・ソーヴィニヨン100％

1983年がファーストヴィンテージで、フェル
シナのワイン造りを象徴するキャンティ・
クラシコ。南西向きの標高420mにある最高
の区画で、マサールセレクションにより
優良株を純粋栽培しテロワールを表現。

ベラルデンガとコッリ・セネージにまたがる
区画から造られるため、キャンティ・クラシコ
ではなく、IGTトスカーナとなっているが、
サンジョヴェーゼ100％で造られるフェル
シナのフラッグシップワインのひとつ。

最もキャンティ・クラシコのテロワールを
表現するランチャの畑に隣接する区画で、
あえてカベルネ・ソーヴィニヨン10 0％で
造られるスーパートスカーナ。

赤

希望小売価格 ￥9,000
容量：750ml 入数：6
弊社コード：428497
JANコード：8029192200090
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白

希望小売価格 ￥3,500
容量：750ml 入数：6
弊社コード：428496
JANコード：8029192200298

赤

希望小売価格 ￥10,000
容量：750ml 入数：6
弊社コード：428498
JANコード：8029192200373

赤

希望小売価格 ￥9,500
容量：750ml 入数：6
弊社コード：428499
JANコード：8029192200885

テヌータ・ラルニアノーネ
T EN U TA L A R N I A NON E

デキャンター誌でキャンティが2年連続最高得点を獲得！
テヌータ・ラルニアノーネはトスカーナの古都シエナの入り口に位置する丘の地域にあります。1939年
からワインやオリーブオイル作りを始め1960年代にワイン造りへの設備投資と最新技術を導入。
この豊かな土地の恵みをふんだんに受け、次の世代へと受け継がれるような高品質なワイン造り
をしています。

テヌータ・ラルニアノーネ
キャンティ サンタ・ヴィルジニア

テヌータ・ラルニアノーネ
ラルニアーノ キャンティ スペリオーレ

TENUTA LARNIANONE
SANTA VIRGINIA CHIANTI

TENUTA LARNIANONE
LARNIANO CHIANTI SUPERIORE

イタリア、トスカーナ
品種：サンジョヴェーゼ80％
コロリーノ15％、カナイオーロ5％

イタリア、トスカーナ
品種：サンジョヴェーゼ85％
コロリーノ10％、カナイオーロ5％

熟成したイチゴ、ユーカリ、サクランボ、ミントなど
の複雑な香りに、口あたりは柔らかく奥行きが深
く繊細な味わいです。平均樹齢40年のブドウを使
用しています。

フルーティーで黒い果実、白桃、コーヒーなど複
雑味のある香り。口当たりは柔らかく奥行きが深く
繊細。樹齢45年の古木ならではの複雑で濃厚な
味わいのブドウを使用しています。

受賞歴

◆ デキャンターワールドワインアワード
2016 90pt
（2013VT）
、2017 93pt
（2015VT）
2年連続キャンティカテゴリでトップスコアを受賞！
赤

希望小売価格 ￥3,400
容量：750ml 入数：6
弊社コード：427494
JANコード：4570045901717

受賞歴

◆ デキャンターワールドワインアワード
2017 90pt
（2014VT）
赤

希望小売価格 ￥6,300
容量：750ml 入数：6
弊社コード：426976
JANコード：4570045901724
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ロッカ・ディ
・カスタニョーリ
ROCC A DI C A STAGNOL I

キャンティ・クラシコの地で1000年以上の
歴史を持つ老舗ワイナリー
キャンティ・クラシコ生産地区の中心地である、カイオーレ・イン・キャンティにある11世紀から続く
老舗ワイナリー。「エレガント」「官能的」「アロマティック」など最大級の賛辞を受けるテロワール
を表現した高品質キャンティ・クラシコとして高い評価を受けています。

ロッカ・ディ・カスタニョーリ
キャンティ・クラシコ

ロッカ・ディ・カスタニョーリ
キャンティ・クラシコ・リゼルバ

ロッカ・ディ・カスタニョーリ
ブリアーノ カベルネ・ソーヴィニヨン

ROCCA DI CASTAGNOLI
CHIANTI CLASSICO

ROCCA DI CASTAGNOLI
CHIANTI CLASSICO RISERVA

ROCCA DI CASTAGNOLI
BURIANO CABERNET SAUVIGNON

イタリア、トスカーナ
品種：サンジョヴェーゼ90%、カナイオーロ5%、コロリーノ5%

イタリア、トスカーナ
品種：サンジョヴェーゼ95％、カナイオーロ5％

イタリア、トスカーナ
品種：カベルネ・ソーヴィニヨン100%

伝統的なキャンティのオーク大樽にて1年、スチール
タンク、瓶熟合わせて9カ月の熟成。心地よいフレッ
シュなチェリーの香り、華やかなバラの花びらの香
り、スパイスや甘草のニュアンスを持っています。バ
ランスが良く期待を裏切らないワインです。

修道士の丘（POGGIO ポッジョ＝丘）、
（FRATI
フラティ＝修道士）を意味する単一畑により造られ
るキャンティ・クラシコ・リゼルバ。伝統的なオーク
の大樽で15カ月、スチールタンクと瓶熟合わせて
18カ月。絹のように滑らかなタンニンのエレガント
で複雑なワイン。

バリックで18カ月、スチールタンクで6カ月、瓶熟で12
カ月という長い年月を経た重厚なワイン。ガイオーレ
のテロワールを見事に反映し、タンニンと酸がしっか
りとしたボディと、繊細で長い余韻が楽しめます。タン
ニンと酸がしっかりとした、重厚かつ繊細、奥行きの
あるフルボディ、長い余韻が楽しめます。

赤

希望小売価格 ¥2,380
容量：750ml
入数：12
弊社コード：417068
JANコード：8017257100003
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赤

希望小売価格 ¥3,080
容量：750ml
入数：12
弊社コード：417069
JANコード：8017257200000

赤

希望小売価格 ¥4,500
容量：750ml
入数：12
弊社コード：417070
JANコード：2281235981441

ラ・スケジョッラ
L A SCH EG GIOL L A

こだわりの夫婦が造る生産量僅少のキャンティ・クラシコ
2000年にルチアーノとマリアの2人によって始まった新進気鋭のワイナリー。海抜300mに位置する
日当たりの良い土地は、この地域特有の粒が細かい石灰質と砂利を含んだ石灰粘土質土壌から
なっています。スケジョッラのワインは土壌由来のしっかりとした骨格に、健全なブドウの成熟が
感じられる味わい豊かな果実味が特徴です。

ラ・スケジョッラ
キャンティ・クラシコ

ラ・スケジョッラ
キャンティ・クラシコ リゼルヴァ

ラ・スケジョッラ
キャンティ・クラシコ グラン・セレツィオーネ

LA SCHEGGIOLLA
CHIANTI CLASSICO

LA SCHEGGIOLLA
CHIANTI CLASSICO RISERVA

LA SCHEGGIOLLA
CHIANTI CLASSICO GRAN SELEZIONE

イタリア、トスカーナ
品種：サンジョヴェーゼ主体

イタリア、トスカーナ
品種：サンジョヴェーゼ100%

イタリア、トスカーナ
品種：サンジョヴェーゼ100%

魅力的なアロマティックな香りとその濃さが感じ
られます。年によっては柔らかさを与える為、
古木のメルローをブレンドする。ステンレスタンク、
オーク樽、ボトルで1年以上熟成。ボディとタンニン
は力強く感じられるが、滑らかでエレガントな
口当たりです。

厳しい専果を受けたブドウのみを使用。非常に
厚みのあるアロマティックな香り、味 わいには
凝縮感が感じられます。オーク樽で12カ月、瓶内
熟成は6カ月。ベラルデンガ産サンジョヴェーゼの
高品質な特性を表しています。

グラン・セレツィオーネに格付けされるスケジョッラ
のトップワイン。1.5haの畑で栽培される洗練された
サンジョヴェーゼから造られます。重厚な骨格を
持ち、ハーブ、オリエンタルスパイス、
マラスカチェリー
など様々な香りが口中に広がり、どこまでも続く
余韻が素晴らしい。

赤

希望小売価格 ￥4,100
容量：750ml 入数：6
弊社コード：425537
JANコード：4570045900840

赤

希望小売価格 ￥5,800
容量：750ml 入数：6
弊社コード：425538
JANコード：4570045900857

赤

希望小売価格 ￥8,100
容量：750ml 入数：6
弊社コード：425539
JANコード：4570045900864

「グラン・セレツィオーネ」とは
2014年に制定された新しいキャンティ・クラシコの
規定で、より厳格な基準を求められます。自社
畑のブドウを使用し、最低30カ月の熟成（うち
3カ月は瓶内熟成）が求められます。グラン・セレ
ツィオーネに認定されたワインはキャンティ・クラ
シコ全体の約5%ほどで、選ばれたワインである
証です。
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デリッチ
DE'R ICCI

800年以上の歴史を誇るデリッチ家が造るヴィーノ・ノービレ（高貴なワイン）
デリッチの歴史は1150年から始まり、トスカーナのワイン造りの歴史とともに歩んできました。全ての
熟成工程は何世紀にもわたる歴史的な地下セラーで行われており、過去を今に繋いでいます。近年
では歴史を復活させる為に、除草剤を使わずに手作業で収穫を行い、選りすぐりのブドウのみを
使用しています。デリッチのワインを飲む事は、言い換えれは「時間と歴史の旅」、本当のトスカーナ
を知る高貴なワインです。

デリッチ
ロッソ・ディ・モンテプルチアーノ

デリッチ
ヴィーノ・ノービレ・ディ・モンテプルチアーノ

デリッチ
ヴィーノ・ノービレ・ディ・モンテプルチアーノ
リゼルヴァ ソラルド

DE'RICCI
ROSSO DI MONTEPULCIANO

DE'RICCI
VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO

DE'RICCI
VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO
RISERVA “SORALDO”

イタリア、トスカーナ
品種：サンジョヴェーゼ100%

イタリア、トスカーナ
品種：サンジョヴェーゼ100%

イタリア、トスカーナ
品種：サンジョヴェーゼ100%

除梗、一部破砕ののち、温度制御されたステンレス
タンクで発酵と最大30日のマセラシオン。濾過後、
ステンレスタンク内でマロラクティック発酵。その
後古樽のトノー（900L）で6カ月熟成、瓶内熟成
を4カ月行う。フルーティーな味わいの為、白身の
肉、青魚や刺身、軽く火を通したマグロステーキ、
野菜のフライと好相性です。
赤

希望小売価格 ￥4,100
容量：750ml 入数：6
弊社コード：425540
JANコード：4570045900871
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除梗、一部（30%）破砕ののち、温度制御された
ステンレスタンクで発酵と最大30日のマセラシオン。
新樽及びトノー（900L）で12カ月熟成、その後大樽
（25hl）で12カ月の熟成。瓶内熟成を最低5カ月
行います。

赤

希望小売価格 ￥5,200
容量：750ml 入数：6
弊社コード：425541
JANコード：4570045900888

除梗、一部（30%）破砕ののち、円錐台形の木樽で
温度コントロールされた状態で発酵、最大40日間
のマセラシオン。ステンレスタンクでマロラティック
発酵。トノー（900L）で12カ月、その後大樽（20hl）
で18カ月の熟成。瓶内熟成を最低6カ月行う。
「ソラ
ルド」とは現当主の父の名からつけられました。
赤

希望小売価格 ￥7,500
容量：750ml 入数：6
弊社コード：425544
JANコード：4570045900802

マス・シャロット
M A S X A ROT

最長72カ月瓶内熟成！シャンパーニュに比肩するクラフト・カヴァ
カヴァの聖地、サン・サドゥルニ・デ・ノヤに本拠を構えるマス・シャロットは1941年設立の家族経営
によるカヴァの造り手。収穫は手摘みで行い一番搾りのみを使用、現在では機械化されることも
多くなったルミアージュも1日1/8ずつ回す作業を2週間かけて行うなど、手間を惜しまず昔ながらの
伝統的なカヴァの製法を踏襲し、一切妥協しないカヴァ造りへの情熱を燃やしています。

マス・シャロット
カヴァ ブリュット

マス・シャロット
カヴァ ロザート レセルバ

マス・シャロット
カヴァ レセルバ ブリュット

MAS XAROT
CAVA BRUT

MAS XAROT
CAVA ROSAT RESERVA

MAS XAROT
CAVA RESERVA BRUT

スペイン
品種：チャレッロ、
マカベオ、パレリャーダ
瓶内熟成：24カ月以上
ドサージュ：6g/l

スペイン
品種：ピノ・ノワール100％
瓶内熟成：24カ月以上
ドサージュ：6g/l

スペイン
品種：チャレッロ、
マカベオ、パレリャーダ
瓶内熟成：36カ月以上
ドサージュ：0g/l

白い花、林 檎や梨、柑橘系果実。続いて酵母の
香り、かすかにナッツの 香ばしい余韻。スタン
ダードクラスでも瓶熟24カ月以上の為、フレッシュ
ながら酵母由来の複雑さが感じられます。

ピノ・ノワール100%のロゼはしっかりとしたボディ
とフレッシュな酸味のバランスが絶妙。イチゴや
カシスなどのベリー系果実に、
ピンクグレープフルーツ
やアセロラのニュアンス。美しいロゼの泡立ちと豊
かな果実の味わいの両方を楽しめます。

樹齢の高いブドウを厳選して使用したレセルバ。
熟した柑橘や黄色い果実に、ヨーグルトや焼き
たてのパンの酵母の香りがふわり。ほのかにドライ
アーモンドや蜂蜜のニュアンス。食事に合わせ
やすい極辛口です。

スパークリング

スパークリング

希望小売価格 ￥2,400
容量：750ml 入数：6
弊社コード：425553
JANコード：8437002921200

ロゼ

スパークリング

希望小売価格 ￥2,800
容量：750ml 入数：6
弊社コード：425554
JANコード：8437002921217

希望小売価格 ￥3,300
容量：750ml 入数：6
弊社コード：425555
JANコード：8437002921224

マス・シャロット
カヴァ グラン レセルバ

マス・シャロット
ミレジメ 2013

MAS XAROT
CAVA GRAN RESERVA

MAS XAROT
MILESIME 2013

スペイン
品種：チャレッロ、
マカベオ、パレリャーダ
瓶内熟成：72カ月以上
ドサージュ：0g/l

スペイン
品種：チャレッロ、マカベオ、パレリャーダ、シャルドネ
瓶内熟成：60カ月以上
ドサージュ：0g/l

瓶内熟成72カ月の特別なカヴァ。長い熟成期間
から生まれるロースト香や酵母の複雑なアロマ。
泡はきめ細やかく、口に含むと淡雪のように舌の
上で溶けます。ドサージュなしの極辛口ですが、
ソフトで滑らかな印象です。

当たり年のみ造られる、蔵のこだわりが 詰まった
ブリュットナチュール。熟した柑橘、ハニーサックル、
ローストしたアーモンドに酵母の香り。キレのある辛口
で、しっかりとした骨格に、ブドウの状態の良さが感じ
られます。アフターには蜂蜜のような甘みと長い余韻。

スパークリング

希望小売価格 ￥4,400
容量：750ml 入数：6
弊社コード：425556
JANコード：8437002921231

スパークリング

希望小売価格 ￥6,400
容量：750ml 入数：6
弊社コード：425557
JANコード：8437002921248
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ラ・クアルタ・ヴィニコラ
L A QUA RTA V I N ICOL A

ありがとうを届けるワイン
感謝の気持ち をダイレクトに伝えるワインがあってもいいのでないか、そんな単純ですが大切な
想いから生まれたカヴァ。シャンパーニュと同じ瓶内二次発酵で、12カ月の瓶内熟成を経て造られ
たカヴァ。純白をベースに世界中の「ありがとう」に包まれたデザインです。大切な人に贈りたい
「ありがとう」のメッセージラベルは、誕生日はもちろん、バレンタインやクリスマス、母の日、父の日
などのプレゼントにもピッタリです。

スパークリング HOPE
カヴァ ブリュット
SPARKLING HOPE
CAVA BRUT

スペイン
品種：チャレッロ35％、
マカベオ35％、パレリャーダ30％
瓶内熟成：12カ月
美しいゴールドの輝きに持続性のある泡はきめ細やかでク
リーミー。青りんごやハーブ、フローラルな香りにバニラや
トーストのニュアンス。非常にふくよかで複雑に織りなす
味わいに爽やかな酸味が絶妙に調和しています。非常にキ
レのあるドライな飲み口に心地よい余韻が長く続きます。
スパークリング

希望小売価格 ￥1,500
容量：750ml 入数：6
弊社コード：427656
JANコード：8426998000006
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アマドール
A M A DOR

醸造のスペシャリストが造る高品質カヴァ
世界でもっとも有名なプレミアム・シャンパーニュのひとつ「ドン・ペリニヨン」で修業を積んだ醸造
のスペシャリストが設立したワイナリー。収穫は全て手摘みで行われ、シャンパーニュ製法で丁寧に
造られています。

アマドール
カヴァ ブリュット レゼルバ

アマドール
カヴァ ブリュット ロサード

AMADOR
CAVA BRUT RESERVA

AMADOR
CAVA BRUT ROSADO

スペイン
品種：マカベオ35%、チャレッロ35%、
パレリャーダ30%

スペイン
品種：トレパッソ100%

この蔵の創始者はモエのドンペリ醸造チームで修
行を積んだ醸造スペシャリスト！収穫は全て手摘み
で行われ、シャンパーニュ製法で丁寧に造られてい
ます。じっくりと18カ月熟成させるこだわり！柔らか
なイースト香を伴ったレモンなどのシトラス系の香
り爽やかでフレッシュな味わい。ベルリンコンクー
ル金賞受賞！

カヴァのメッカであるカタルーニャ州サン・サドゥル
ニで造られるロゼ。手摘みで収穫、選果されたぶど
うを丁寧に瓶内二次発酵方式で醸造しています。
じっくりと12カ月熟成させるこだわり！花のようにエ
レガントな香り、チャーミングな果実味。ソフトなア
フターへと続いていきます。

スパークリング

希望小売価格 ¥1,080
容量：750ml
入数：12
弊社コード：411836
JANコード：8426998270751

スパークリング

ロゼ

希望小売価格 ¥1,180
容量：750ml
入数：12
弊社コード：411835
JANコード：8426998271758
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ガッジーナ・デ・ピエル
G A L L I NA DE PI EL

エル・ブジの伝説的ソムリエが手掛けるスペインワイン
「世界一予約が取れない」と言われた幻のミシュラン三ツ星レストラン「エル・ブジ」の伝説的ソムリエ「ダビッド・
セイハス」氏が手掛けるスペインワイン。エル・ブジでソムリエとして12年、エル・ブジが閉店してからはフェラン・
アドリア氏が設立した「エル・ブジ財団」で4年間、美食とワインの研究に従事したセイハス氏は、2017年よりかね
てからの夢であった自身のワイン造りを開始しました。「ガッジーナ・デ・ピエル」はセイハス氏自身の人生を表現
するとともに、世界で唯一と呼べるエル・ブジのDNAを純粋に受け継いだワインです。

ガッジーナ・デ・ピエル
イキガイ

ガッジーナ・デ・ピエル
ミメティック

GALLINA DE PIEL
IKIGALL

GALLINA DE PIEL
MIMETIC

スペイン、ペネデス
品種：チャレッロ85％、マルバジア・デ・シッチェス10%、モスカテル・デ・アレハンドリア5％

スペイン、カラタユド
品種：ガルナッチャ98％、モナストレル、プロベション

商品名は日本語の「生きがい（Ikigai）」とこのワインの産地である
ペネデス名物の「Gall（カタルーニャ語で雄鶏を意味）」を合わせ
た造語。オレンジや黄桃など熟したフルーツのアロマがフレッシュ
に香り、白い花やフェンネルのような甘い香りがあとに続きます。
味わいは辛口で、地中海を思わせるソルティなニュアンスも。ユー
ロリーフオーガニック認証。

その名前はエルブジで提供されていた「ミメティック・ピーナッツ」
というピーナッツ型の砂糖の殻の中にピーナッツクリームが入って
る料理と、西洋哲学用語で「模倣」を意味する Mimesis からイ
ンスパイア。熟したプラムやブルーベリーの黒果実のアロマにタイ
ムやミントなどハーバルな香りがあとに続きます。

白

希望小売価格 ￥1,800
容量：750ml
入数：6
弊社コード：429652
JANコード：8437001942619

ガッジーナ・デ・ピエル
マナール・ドス・セイシャス

ガッジーナ・デ・ピエル
ロカ・デル・クリ

GALLINA DE PIEL
MANAR DOS SEIXAS

GALLINA DE PIEL
ROCA DEL CRIT

スペイン、リベイロ
品種：トレイシャドゥーラ87％、アルバリーニョ5%、ゴデイロ5％、ロウレイロ・ブランコ3％

スペイン、エンポルダ
品種：カリニェナ80％、ガルナッチャ20％

ダビッド・セイハス氏の父親の故郷であるガリシア・リベイロ産の
ワイン。
「セイシャス」は彼の姓が由来（「勇敢な鳩」を意味）。マ
ナールは「源泉」を意味し、セイハス氏自身の起 源を表 現して
いる。レモンやピーチ、青リンゴのフルーティなアロマに焼き菓子の
ような甘い香り。カモミールやジャスミンのニュアンスも感じます。

エル・ブジからほど近くにある畑のブドウを使用。「ロカ・デル・ク
リ」はカタルーニャ語で「叫びの岩」を意味し、エル・ブジで働く責
任感から来るプレッシャーと緊張を開放するために小さな崖から
岩に向かって毎日のように叫んでいたことに由来。ベリー系のアロ
マとスミレのフローラルなアロマが心地よく調和。コーヒー豆のニュ
アンスも。ミネラルが豊富でまろやかな味わいです。

白

希望小売価格 ￥3,500
容量：750ml
入数：6
弊社コード：429654
JANコード：8437015420141
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白

希望小売価格 ￥1,800
容量：750ml
入数：6
弊社コード：429651
JANコード：8422198020011

白

希望小売価格 ￥3,500
容量：750ml
入数：6
弊社コード：429653
JANコード：8410036804886

バルデモンテ
VA L DEMON T E

一度飲むと誰もが虜になるスペインワイン
スペイン国内の有力ガイド「ペニン・ガイド」で2年連続で5つ星、ベルリンコンクール金賞受賞など
数々の賞を総なめにする、モンスター級デイリーワイン。果実エキスが豊富で、濃縮感のある味わい
ながら、バランスに優れ、飲み心地の良い辛口フルボディです。

バルデモンテ レッド

バルデモンテ ホワイト

バルデモンテ レッド
BIB 3L

VALDEMONTE RED

VALDEMONTE WHITE

VALDEMONTE RED
BIB 3L

スペイン、カスティーリャ・ラ・マンチャ
品種：テンプラニーリョ100%

スペイン、カスティーリャ・ラ・マンチャ
品種：アイレン主体

スペイン、カスティーリャ・ラ・マンチャ
品種：テンプラニーリョ100%

濃縮感のある味わいと華やかな風味をもつ超人
気のデイリーワイン。ペニンガイド2年連続5つ星！
ベルリンコンクール金 賞！スペイン品評会ダイヤ
モンド賞！サクラアワード2017ゴールド受賞のモン
スターデイリーワイン！

スペインのカスティーリャ＝ラ・マンチャの白ワイン。
花などの華やかな香りと柑橘系のフレッシュな酸味
と果実のバランスが抜群です。

しっかりした果実味と心地よいタンニンを持ち合わ
せる飽きのこない美味しさは、まさにデイリーワイン
にぴったりの赤ワイン。ハウスワインとしてや、自家製
サングリアのベースワインとしてもいかがでしょうか？

赤

スクリュー

希望小売価格 ¥698
容量：750ml
入数：12
弊社コード：416253
JANコード：8413933000221

白

スクリュー

希望小売価格 ¥698
容量：750ml
入数：12
弊社コード：416615
JANコード：8413933000245

赤

希望小売価格 ¥2,280
容量：3,000ml
入数：4
弊社コード：411773
JANコード：8437001172825
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レハドラーダ
R EJA DOR A DA

スペインの銘醸地トロで造られる奇跡のワイン
スペインワイン生産地域でも高級産地として知られるトロ。トロは内陸に位置し、少雨で乾燥した夏と
極寒の冬が訪れる大陸気候がワイン造りには最適な環境を生み出します。至高のワイン ウニコを生み
出すワイナリー「ベガ・シシリア」がこの地でワイン造りを始めた事で世界中のワインファンから注目を
浴びるようになりました。そのベガ・シシリアの隣で造られているのがレハドラーダであり、国内外で
数々の受賞歴と高評価を得ているまさに奇跡のワインです。

レハドラーダ
ティント・ロブレ

レハドラーダ
アントナ・ガルシア

レハドラーダ
サンゴ

REJADORADA
TINTO ROBLE

REJADORADA
ANTONA GARCIA

REJADORADA
SANGO

スペイン、トロ
品種：ティンタ・デ・トロ（テンプラニーリョ）100%

スペイン、トロ
品種：ティンタ・デ・トロ（テンプラニーリョ）100%

スペイン、トロ
品種：ティンタ・デ・トロ（テンプラニーリョ）100%

樹齢10〜20年のティンタ・デ・トロ種を100%使用し、
アメリカンオーク及びルーマニア産オークで6カ月
樽熟成。濃い青紫色、野生の果実味、バニラと甘草
の香り。テイストは力強くボリューム感があり長い
余韻が続く。向こう5年間はさらに熟成します。

ブラックベリーの香りを主体に凝縮感と複雑さの
あるアロマ。優れた酸、フルーツ感とスパイシーな
香りによるフルボディでエレガントな味わい。ラベル
の女性はアントナ・ガルシアと呼ばれ、トロに生まれ
15世紀にポルトガル軍占領下にあったトロを奪還に
導いた伝説の女性です。

樹齢70年以上のティンタ・デ・トロ（テンプラニー
リョ）を100%使用し、フレンチオークで18カ月熟成
させた本格派。ダークチェリー色、ミネラルとスパイ
スのきいた香り。テイストは柔らかく、こなれたタン
ニンながらもインパクトのある余韻で向こう10年間
は熟成します。

赤

希望小売価格 ￥2,200
容量：750ml 入数：12
弊社コード：416067
JANコード：8437004931016

受賞歴

◆ ギア・ペニンガイド2020 91点
（2016VT）
◆ ギア・ヴィノス・グルメ
90点
（2016VT）
赤

希望小売価格 ￥5,100
容量：750ml 入数：6
弊社コード：426653
JANコード：8437004931467
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受賞歴

◆ ワインエンスージアスト誌 92点
（2012VT）
◆ ギア・ペニンガイド2019 91点
（2012VT）
◆ ギア・ヴィノス・グルメ
96点
（2012VT）
赤

希望小売価格 ￥7,000
容量：750ml 入数：6
弊社コード：413665
JANコード：8437004931061

フェリックス・ソリス
F EL I X SOL IS

スペイン最大手の家族経営ワイナリー
フェリックス・ソリスは、バルデペーニャスに本拠地を置く、スペイン最大規模のワインメーカー。
1952年の創業以来、家族経営を貫きながら、製造、ボトリング、
マーケティングを一貫して行い、徹底した
品質管理体制のもと、高品質なワインを生産しています。国際的なワインコンクール「ベルリン・ワイン・
トロフィー」で「ベスト・スペインワイン・プロデューサー賞」を4年連続で受賞するなど、国際的に
高い評価を獲得しています。
◆ おうちで楽しむ人気のサングリア

ペナソル
サングリア

ペナソル
サングリア ブランカ

PENASOL
SANGRIA

PENASOL
SANGRIA BLANCA

スペイン、サングリア
品種：テンプラニーリョ、カベルネ・ソーヴィニヨン、
ガルナッチャ

スペイン、サングリア
品種：アイレン、
マカベオ、ウェルデホ

スペイン産の赤ワインに柑橘系フルーツの香りを加えたジューシーで
爽やかな飲み口の甘口赤ワインです。ソーダ割りやフルーツをトッピ
ングしたりと楽しみ方いろいろ！アルコール分も7％と普通のワインに
比べて低くお気軽にお楽しみいただけます。

スペイン産の白ワインに柑橘系フルーツの香りを加えたジューシーで
爽やかな飲み口の甘口白ワインです。ソーダ割りやフルーツをトッピ
ングしたりと楽しみ方いろいろ！アルコール分も7％と普通のワインに
比べて低くお気軽にお楽しみいただけます。

赤

スクリュー

希望小売価格 ¥680
容量：1,000ml 入数：6
弊社コード：418809
JANコード：8410702005012

白

スクリュー

希望小売価格 ¥680
容量：1,000ml 入数：6
弊社コード：420637
JANコード：8410702039802

◆ 100％リサイクル可能な資材を使用した環境にやさしいエコパックのオーガニックワイン

トレッド・ジェントリー
オーガニック テンプラニーリョ 1L

トレッド・ジェントリー
オーガニック アイレン 1L

TREAD GENTLY
ORGANIC TEMPRANILLO 1L

TREAD GENTLY
ORGANIC AIREN 1L

スペイン
品種：テンプラニーリョ100%

スペイン
品種：アイレン100%

完熟したチェリーのような深いルビーレッド。イチゴやラズベリーのよ
うなチャーミングな香りにスパイスの香りが広がります。ジューシーで
程よい甘み、穏やかな酸、
なめらかなタンニンが見事に調和した心地
よい味わいは、毎日飲んでも飽きさせません。

レモンのようなペールイエロー。完熟したモモやトロピカルフルーツの
ような華やかな香り。心地よい苦みを伴った豊富なミネラルやふくよ
かな酸が感じられます。キリっとした味わいで、
さまざまな料理とよく
合います。

赤

スクリュー

希望小売価格 ￥1,000
容量：1000ml 入数：6
弊社コード：430029
JANコード：8410702062206

白

スクリュー

希望小売価格 ￥1,000
容量：1000ml 入数：6
弊社コード：430030
JANコード：8410702062220
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アレンドルフ
A L L EN DOR F

700年以上の歴史を持つラインガウの老舗ワイナリー
ドイツ有数の銘醸地ラインガウにて1292年創業、700年以上の歴史を誇りラインガウに約75haもの
ブドウ畑を所有する家族経営のワイナリーです。現当主ウルリッヒ氏が27代目となるそう。ブドウ果汁
の特長によって、ワインメーカーのマックス（ウルリッヒ氏の甥）が味わいを判断し、醸造に使用する
樽を決定するこだわりで、特に世界的な評価を獲得するシュペートブルグンダー
（ピノ・ノワール）へ
の注目が高まっています。

アレンドルフ
イリュージョン

アレンドルフ
シュペートブルグンダー トロッケン

アレンドルフ アスマンスホイザー
シュペートブルグンダー トロッケン

ALLENDORF
ILLUSION

ALLENDORF
SPATBURGUNDER TROCKEN

ALLENDORF ASSMANNSHAUSER
SPATBURGUNDER TROCKEN

ドイツ、ラインガウ
品種：ゲヴェルツトラミネール、シェーンブルガー
リースリング
格付：VDP.グーツワイン

ドイツ、ラインガウ
品種：シュペートブルグンダー
（ピノ・ノワール）100%
格付：VDP.グーツワイン

ドイツ、ラインガウ
品種：シュペートブルグンダー
（ピノ・ノワール）100%
格付：VDP.オルツワイン

白い花の香りのあとに、ピーチやナツメグ
といったアロマティックな香り。ふくよかな
果実味が溢れ、酸は柔らかい。心地よい
甘みがあります。

チェリー、ブラックベリー、プラムの芳醇な
香り。シュペートブルグンダーの特徴である
滑らかな果実感と調和し、ラインガウの
印象的なエレガントさもあります。ブドウは
厳 選して 手 摘 み 収 穫 。鴨 のロースト、
ステーキなど赤身のお肉とよく合います。

アスマンホイザーではシュペートブルグンダー
のみを栽培しています。この地域のワインは
スレート土壌に由来する火打ち石のような香り、
上質で素晴らしいエレガントな味わいとなり
ます。スパイスやハーブのきいた鶏肉や鴨の
プルーンソース添えなどとよく合います。

白

スクリュー

赤

スクリュー

赤

スクリュー

希望小売価格 ￥2,900
容量：750ml 入数：12
弊社コード：424870
JANコード：4016511035505

希望小売価格 ￥3,300
容量：750ml 入数：12
弊社コード：411613
JANコード：4016511048102

希望小売価格 ￥4,400
容量：750ml 入数：12
弊社コード：411615
JANコード：4016511047102

アレンドルフ
リースリング トロッケン

アレンドルフ
クエルクス

アレンドルフ
ヘレンベルク シュペートブルグンダー

ALLENDORF
RIESLING TROCKEN

ALLENDORF
QUERCUS

ALLENDORF
HOLLENBERG SPATBURGUNDER

ドイツ、ラインガウ
品種：リースリング100%
格付：VDP.グーツワイン

ドイツ、ラインガウ
品種：シュペートブルグンダー
（ピノ・ノワール）100%
格付：VDP.グーツワイン

ドイツ、ラインガウ
品種：シュペートブルグンダー
（ピノ・ノワール）100%
格付：VDP.グローセス ゲヴェックス（G.G）

アップルと完熟レモンのフレッシュなアロマ。
ジューシーなリースリングにわずかな酸を
感じる爽やかさでフルーティーな味わい。
南向きの斜面で太陽をたっぷりと浴び、
果実感溢れるワインとなります。

冷涼なラインガウの地のシュペートブルグ
ンダーらしいピュアな赤い果実味、口当た
りはまろやかでフィネスが感じられます。
ムンドゥスヴィニでドイツNo.1ピノ・ノワール
に選出も納得の味わいです。

V.D.P.格付で辛口ワインの最高位に位置
付けられるG.G。上品ながらもフレッシュ
さとピュアなミネラルを感じます。力強いボ
ディでシルキーなタンニンも感じられ長い
フィニッシュが続く、アレンドルフの中でも
稀少な1本です。

白

スクリュー

希望小売価格 ￥2,900
容量：750ml 入数：12
弊社コード：411633
JANコード：4016511002910

受賞歴

赤

◆ ムンドゥスヴィ二2020 スプリングテイスティング
「グラン・ゴールド受賞」&「ベストドイツピノ・
ノワール」をW受賞！
（2016VT）
赤

希望小売価格 ￥11,600
容量：750ml 入数：6
弊社コード：425687
JANコード：4016511047706

希望小売価格 ￥5,800
容量：750ml 入数：6
弊社コード：411614
JANコード：4016511284217

アレンドルフ
ヴィンケラー リースリング トロッケン
ALLENDORF
WINKELER RIESLING TROCKEN

ドイツ、ラインガウ
品種：リースリング100%
格付：VDP.オルツワイン
黄土とシルト質の土壌で、最初の一口目
から果実味の力強く豊かな味わいが感じ
られます。南向きの傾斜で太陽をたっぷり
と浴びた、ジューシーなワインです。
白

スクリュー

希望小売価格 ￥3,300
容量：750ml 入数：12
弊社コード：424871
JANコード：4016511010304
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VDP格付け制度

ドイツ・プレディカーツワイン生産者協会（VDP）は高品質ワインの生産者で構成
されるドイツ国内の協会で、団体では世界最古。VDPの格付は、ドイツ法とは
異なり協会内で定められた独自の格付で、
「畑」が基準となっています。ブルゴー
ニュワインの格付のように上から特級畑・一級畑・村名ワイン・地域名ワインの
4段階に区別されています。
① VDP. GUTSWEIN / グーツワイン（地域名ワイン）
② VDP. ORTSWEIN / オルツワイン（村名ワイン）
③ VDP. ERSTE LAGE / エアステ・ラーゲ（一級畑）
④ VDP. GROSSE LAGE / グローセ・ラーゲ（特級畑）

ペーター・ヤコブ・キューン
PET ER JA KOB K UH M

ドイツ・ラインガウを代表する自然派ワイン
ドイツ・ラインガウ地方エストリッヒ村にあるペーター・ヤコブ・キューンといえば、230年以上にわたり
10世代続く由緒ある家系。現当主（11代目）であるペーター・ヤコブと妻のアンジュラがワイナリー
を引き継いだ1978年以降に劇的に品質が向上し、1991年のドイツ・リースリングコンクールで「エス
トリッヒ・ドースベルグ」が受賞したことで、一気に世界的に知名度が向上。今、ラインガウきっての
ビオディナミ生産者として注目を集めています。

ペーター・ヤコブ・キューン
ヤコブス リースリング トロッケン

ペーター・ヤコブ・キューン
ラインシファー ハルガルテン リースリング トロッケン

ペーター・ヤコブ・キューン
クォーツィット エストリッヒ リースリング トロッケン

PETER JAKOB KUHM
JACOBUS RIESLING TROCKEN

PETER JAKOB KUHM
RHEINSCHIEFER HALLGARTEN RIESLING TROCKEN

PETER JAKOB KUHM
QUARZIT QESTRICH RIESLING TROCKEN

ドイツ、ラインガウ
品種：リースリング100％

ドイツ、ラインガウ
品種：リースリング100％

ドイツ、ラインガウ
品種：リースリング100％

ジャスミンや青リンゴ、グレープフルーツや柑橘の
皮など爽やかな香りにわずかなペトロール香。
唯一のスクリューキャップでもあり、カジュアルな
ラインの位置づけ、ワイナリーの歴史と技術の
結晶がよく現れた高品質高コスパなワインです。

シーファー土壌ならではの透明感のあるクリスプ
な酸とスパイシーさが特徴。リースリングのエレガ
ントさ、厳格さとスパイシーな余韻がワインの輪郭
を形成しています。アフターにジュワッと滲み出る
旨味とほのかな苦味も感じられます。

珪岩を豊富に含む土壌の影響を感じる、ミネラル感
たっぷりのシャープな辛口リースリング。フレッシュ
な柑橘系果実主体にすりおろした黄色いリンゴ、
ほのかな生のナッツの香りがあります。キレのある
酸と伸びやか果実が心地よいワインです。

白

スクリュー

白

白

希望小売価格 ￥3,900
容量：750ml 入数：12
弊社コード：427607
JANコード：4260135767025

希望小売価格 ￥4,200
容量：750ml 入数：12
弊社コード：427608
JANコード：4261357670490

希望小売価格 ￥4,700
容量：750ml 入数：12
弊社コード：427609
JANコード：4260135767063

ペーター・ヤコブ・キューン
リースリング ゼクト

ペーター・ヤコブ・キューン
シュペートブルグンダー トロッケン

ペーター・ヤコブ・キューン
エストリッヒ ドースベルグ リースリング トロッケン GG

PETER JAKOB KUHM
RIESLING SEKT

PETER JAKOB KUHM
SPATBURGUNDER TROCKEN

PETER JAKOB KUHM
OESTRICH DOOSBERG RIESLING TROCKEN GG

ドイツ、ラインガウ
品種：リースリング100％

ドイツ、ラインガウ
品種：シュペートブルグンダー100％

ドイツ、ラインガウ
品種：リースリング100％

32カ月もの長い熟成を経た非常にきめ細やかな
クリーミーな泡。ナッツやモカの香ばしさ、熟した
黄色い果実。旨味はたっぷりで複雑なフレーバー
とシャープな酸味がいいバランス。品種の特徴が
しっかりと映しだされた珍しいリースリング本格派
の1本です。

エレガントな薔薇、サクランボなど 甘酸っぱい
小さな赤果実。ホワイトペッパーに、少しスーッと
するハーブの香り。タンニンはこなれておりするする
と飲めてしまう旨味のある味わい。開いてくると
かなり華やかに化け、冷涼系ピノ好きにおすすめ
です。

華やかな黄色い花の香りに熟した花梨、レモンピール、
そしてアプリコットなど熟した果実味。引き締める
火打石のミネラル香の味わいはさすが特級畑。
高い酸のバランスが秀逸で余韻もかなり長い。
今飲んでも素晴らしいですが熟成させたら更に
魅惑的でポテンシャルは抜群です。

スパークリング

希望小売価格 ￥5,800
容量：750ml 入数：12
弊社コード：427612
JANコード：4260135766349

赤

希望小売価格 ￥6,300
容量：750ml 入数：12
弊社コード：427611
JANコード：4260135767155

白

希望小売価格 ￥11,600
容量：750ml 入数：12
弊社コード：427610
JANコード：4260135767100
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デ・ウェホフ
DE W ETSHOF

南アフリカを代表する白ワイン生産者
南アフリカのロバートソン・ヴァレーで150年以上、3世代に渡りワイン造りを行う老舗ワイナリー
「デ・ウェホフ」。オーナー兼セラーマスターのダニー・ドゥ・ヴェット氏は、特にシャルドネ100％の
白ワイン造りに情熱を注ぎ、南アフリカにおいて高品質な白ワインを造るパイオニア的存在となって
います。南アフリカ最大のワインイベント「ネダバーグ・ワインオークション」で度々最高値で落札さ
れることでも証明されています。

デ・ウェホフ
ライムストーン・ヒル シャルドネ

デ・ウェホフ
ボン・ヴァロン シャルドネ

DE WETSHOF
LIMESTONE HILL CHARDONNAY

DE WETSHOF
BON VALLON CHARDONNAY

南アフリカ、ロバートソンヴァレー
品種：シャルドネ100%

南アフリカ、ロバートソンヴァレー
品種：シャルドネ100%

樽熟成はさせていませんが、複雑味がありグレープ
フルーツやナッツの香りに、エレガントでバランスが
良く、フィニッシュに僅かな熟成香も感じられます。
あのロバート・パーカー氏曰く、
「これよりフィネスの
あるシャルドネは、世界に1％ぐらいしかないのでは
ないか？」と絶賛した事がある1本です。

石灰質と岩石をふんだんに含む土壌の特徴をよく
表現したシャルドネ。樽で熟成させない造りで、シ
トラス、野草、炒ったナッツを想わせるクラシカルス
タイル。後味は爽快でさっぱりしており牡蠣との相
性抜群です。

白

スクリュー

白

希望小売価格 ¥3,500
容量：750ml
入数：6
弊社コード：423232
JANコード：6004635000293

デ・ウェホフ
レスカ シャルドネ

デ・ウェホフ
ザ・サイト シャルドネ

デ・ウェホフ
バトラー シャルドネ

DE WETSHOF
LESCA CHARDONNAY

DE WETSHOF
THE SITE CHARDONNAY

DE WETSHOF
BATELEUR CHARDONNAY

南アフリカ、ロバートソンヴァレー
品種：シャルドネ100%

南アフリカ、ロバートソンヴァレー
品種：シャルドネ100%

南アフリカ、ロバートソンヴァレー
品種：シャルドネ100%

粘土石灰質の土壌で育てられたシャルドネらしく、
シトラスやナッツのような風味が強く爽やかでク
リーンなフィニッシュ。新樽からサードフィルバレル
までを使用し熟成。年を経る毎に厚みと複雑性が
増すワインです。

フランス、ブルゴーニュ地方のシャルドネを植樹した
わずか2.55haのシングルヴィンヤード。石灰をふん
だんに含んだ砂利の多い土壌による複雑さと12カ月
間のフレンチオーク樽熟成によるクリーミーな味
わいが絶品です。10年近く熟成もできるポテンシャ
ルもあります。

ブルゴーニュ地方のボーヌ最高峰ワインの一つを
生む区画の「クロ・デ・ムーシュ」から植樹、南アフ
リカのテロワールで育てたシャルドネを使用。同国
のプレミアムワインを選定する組織であるCVCが
初めて白ワインでGOLD STATUSに格付した南
アフリカを代表するデ・ウェホフ最上キュヴェ。

白

希望小売価格 ¥4,000
容量：750ml
入数：6
弊社コード：423234
JANコード：6004635000224
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希望小売価格 ¥3,500
容量：750ml
入数：6
弊社コード：423233
JANコード：6004635000262

白

希望小売価格 ¥6,000
容量：750ml
入数：6
弊社コード：423235
JANコード：6004635000521

白

希望小売価格 ¥11,000
容量：750ml
入数：6
弊社コード：423236
JANコード：6004635000149

ザ・ヘス・コレクション
T H E H ES S COL L EC TION

The King of Napa
ライオン は最高品質の証
ナパ・ヴァレーの高地マウント・ヴィーダーで育つ、上質のカベルネ・ソーヴィニヨンを中心にワイ
ン造りを行うヘス・ファミリー。初代ドナルド・ヘスの高品質ワイン造りへの情熱は、現在は娘夫婦
に受け継がれ、次世代のラグジュアリー・ワイナリーのリーダーとして挑戦を続けています。ザ・ヘ
ス・コレクションは、ほぼ全てのワインが主要評価誌で90点以上を獲得し、他の造り手の追随を
許さないナパのトップワイナリーとして君臨しています。

THE HESS COLLECTION WINES 〜ヘスの名を冠した最上級ワイン〜

ザ・ヘス・コレクション
ナパ・ヴァレー・シャルドネ

ザ・ヘス・コレクション
カベルネ・ソーヴィニヨン・アローミ

ザ・ヘス・コレクション
スペシャル・キュヴェ・カベルネ・ソーヴィニヨン

ザ・ヘス・コレクション
マウント・ヴィーダー・カベルネ・ソーヴィニヨン

THE HESS COLLECTION
NAPA VALLEY CHARDONNAY

THE HESS COLLECTION
CABERNET SAUVIGNON ALLOMI

THE HESS COLLECTION
SPECIAL CUVEE CABERNET SAUVIGNON

THE HESS COLLECTION
MOUNT VEEDER CABERNET SAUVIGNON

アメリカ、カリフォルニア、ナパ・ヴァレー
品種：シャルドネ

アメリカ、カリフォルニア、ナパ・ヴァレー
品種：カベルネ・ソーヴィニヨン、プティ・シラー、
プティ・ヴェルド、マルベック

アメリカ、カリフォルニア、ナパ・ヴァレー
品種：カベルネ・ソーヴィニヨン、プティ・シラー、
メルロ、マルベック、プティ・ヴェルド

アメリカ、カリフォルニア、マウント・ヴィーダー
品種：カベルネ・ソーヴィニヨン、マルベック、
プティ・ヴェルド

濃厚かつエレガントなナパ･シャルドネ。
ステンレスタンク及びフレンチオークの小
樽で9カ月熟成。シーフードや、スパイシー
な味付けの料理にも最適です。

ヘスで一番人気のナパ･カベルネ。丸みを
帯びたタンニンが心地良い余韻を演出。
アメリカンオーク樽（新樽含む）で18カ月
熟成。鶏肉や豚肉のグリルや牛肉のス
テーキなど、肉料理と最高の組み合わせ。

ザ・ライオン のセカンド的存在。全体
のバランスを上品に保っており、キメの
細かいタンニンと余韻の長さが特徴的
です。アメリカンオーク樽（新樽含む）
で18カ月熟成。

マウント・ヴィーダーのテロワールを愉し
む、ヘスの特徴を最大限表現したワイン。
フレンチオーク樽（新樽80％）で22カ月
熟成。煮込み料理やジビエと共に。

白

希望小売価格 ¥6,000
容量：750ml 入数：12
弊社コード：425765
JANコード：0717888120224

赤

希望小売価格 ¥6,500
容量：750ml 入数：12
弊社コード：425763
JANコード：0717888410226

赤

赤

希望小売価格 ¥8,000
容量：750ml 入数：12
弊社コード：429423
JANコード：4570045907788

希望小売価格 ¥13,000
容量：750ml 入数：6
弊社コード：425766
JANコード：0717888110225

LIONS HEAD LUXURY COLLECTION WINES 〜次世代が造るラグジュアリーワイン〜

ザ・ヘス・コレクション
ザ・ライオネス

ザ・ヘス・コレクション
ザ・ライオン

ライオン・ヘッド・ラグジュアリー・コレクション
パンテラ・シャルドネ

ライオン・ヘッド・ラグジュアリー・コレクション
ライオン・テイマー・カベルネ・ソーヴィニヨン

THE HESS COLLECTION
THE LIONESS

THE HESS COLLECTION
THE LION

LIONS HEAD LUXURY COLLECTION
PANTHERA CHARDONNAY

LIONS HEAD LUXURY COLLECTION
LION TAMER CABERNET SAUVIGNON

アメリカ、カリフォルニア、ナパ・ヴァレー
品種：シャルドネ

アメリカ、カリフォルニア、ナパ・ヴァレー
品種：カベルネ・ソーヴィニヨン、マルベック
プティ・ヴェルド
「The King of HESS」
口に含むと黒系果実と共に力強いタンニン
が広がり、複雑で奥深い味わいへと変化
します。フレンチオーク樽（新樽60％）で
22カ月熟成。

アメリカ、カリフォルニア、
ロシアンリヴァー・ヴァレー
品種：シャルドネ
黄金のリッチシャルドネ。凝縮感溢れる
果実味とキレのある酸味のバランスが
絶妙で、素晴らしい余韻を与えています。
一部フレンチオーク樽（新樽含む）で15カ月
熟成。

アメリカ、カリフォルニア、
ナパ・ヴァレー
品種：カベルネ・ソーヴィニヨン、マルベック
凝 縮感 溢れる贅沢なカベルネ。口中に
は、なめらかで上質なタンニンと共にブ
ルーベリーや僅かな燻製の風味が広がり、
ワインに奥深さが感じられます。フレンチ
オーク樽（新樽60％）で22カ月熟成。

「The Queen of HESS」
ダイナミックかつ理想的なバランスを兼ね
備えたシャルドネ。フレンチオーク樽
（新樽65％）で22カ月熟成。
白

希望小売価格 ¥15,000
容量：750ml 入数：6
弊社コード：425769
JANコード：0717888121924

赤

希望小売価格 ¥38,000
容量：750ml 入数：6
弊社コード：425768
JANコード：0717888111024

白

希望小売価格 ¥10,000
容量：750ml 入数：6
弊社コード：425770
JANコード：0717888150221

赤

希望小売価格 ¥10,000
容量：750ml 入数：6
弊社コード：425767
JANコード：0717888191224
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HESS SHIRTAIL RANCHES WINES 〜ヘスの精神を受け継ぐレストランワイン〜

ヘス・シャーテイル・ランチス
カベルネ・ソーヴィニヨン

ヘス・シャーテイル・ランチス
シャルドネ

ヘス・シャーテイル・ランチス
ピノ・ノワール

HESS SHIRTAIL RANCHES
CABERNET SAUVIGNON

HESS SHIRTAIL RANCHES
CHARDONNAY

HESS SHIRTAIL RANCHES
PINOT NOIR

アメリカ、カリフォルニア、
ノース・コースト
品種：カベルネ・ソーヴィニヨン、
プティ・シラー、メルロー、シラー、
マルベック

アメリカ、カリフォルニア、
モントレー・カウンティ
品種：シャルドネ

アメリカ、カリフォルニア、
セントラル・コースト
品種：ピノ・ノワール

熟した濃い果実味でありながらエレガント。心地
良い酸とタンニンのバランスが秀逸です。フレンチ
オーク樽で12カ月熟成。子羊、豚、牛等あらゆる
種類の肉料理に。

綺麗な酸とトロピカルフルーツの果実味が溶け合い、
リッチで上品なスタイルを見事に表現しています。
一部フレンチオークの新樽で熟成。コクのあるシー
フード料理に最適。

ヘスが誇るオールマイティなピノ。華やかな香りが広
がり、甘美でチャーミングな味わい。一部フレンチ
オークの新樽で熟成。幅広い料理と楽しむことが
できる万能型ワイン。

赤

スクリュー

白

希望小売価格 ¥3,800
容量：750ml
入数：12
弊社コード：425760
JANコード：4580404827428

スクリュー

赤

希望小売価格 ¥3,000
容量：750ml
入数：12
弊社コード：425761
JANコード：4580404827442

HESS SELECT WINES 〜ヘスの精神を受継ぐデイリーワイン〜

ヘス セレクト
シャルドネ

ヘス セレクト
カベルネ・ソーヴィニヨン

HESS SELECT
CHARDONNAY

HESS SELECT
CABERNET SAUVIGNON

アメリカ、カリフォルニア、
モントレー・カウンティ
品種：シャルドネ

アメリカ、カリフォルニア、
ノース・コースト
品種：カベルネ・ソーヴィニヨン、
プティ・シラー、
マルベック、メルロ、シラー

自社畑と契約栽培農家から厳選したブドウのみを
使用。ステンレスタンクに加え、2 5%を新樽のフレ
ンチオークで熟成。フルボディの辛口シャルドネ。
前菜から白身肉のメインまで合わせることができる
万能型。

自社畑と契約栽培農家から厳選したブドウのみを
使用。
フレンチオーク
（新樽27％）
とアメリカンオーク
で18カ月熟成。しっかり濃厚でジューシーなカベル
ネ。ハンバーグ、ステーキなど幅広い料理に。

白

希望小売価格 ¥2,500
容量：750ml
入数：12
弊社コード：428567
JANコード：0717888520024
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スクリュー

希望小売価格 ¥3,800
容量：750ml
入数：12
弊社コード：425762
JANコード：4580404827435

赤

希望小売価格 ¥3,000
容量：750ml
入数：12
弊社コード：428566
JANコード：0717888510025

パルマッツ・ヴィンヤード
PA L M A Z V I N E YA R DS

最先端のテクノロジーと伝統の融合
パルマッツ家による家族経営のワイナリー。オーナーであるフリオ・パルマッツ氏は、マザー・テレサ
の心臓バイパス手術を執刀した名医としても有名。1997年にナパ最古のワイナリーを買取り再建。
最先端テクノロジーと伝統の融合 をモットーとし、カリフォルニアワイン界に革命を巻き起こして
います。

セダル・クノール・ヴィンヤード
カベルネ・ソーヴィニヨン

パルマッツ・ヴィンヤード
アマリア シャルドネ

パルマッツ・ヴィンヤード
ナパ・ヴァレー カベルネ・ソーヴィニヨン

CEDAR KNOLL VINEYARD CO.
CABERNET SAUVIGNON

PALMAZ VINEYARDS
AMALIA CHARDONNAY

PALMAZ VINEYARDS
NAPA VALLEY CABERNET SAUVIGNON

アメリカ、カリフォルニア、ナパ・ヴァレー
品種：カベルネ・ソーヴィニヨン100%

アメリカ、カリフォルニア、ナパ・ヴァレー
品種：シャルドネ100%

アメリカ、カリフォルニア、ナパ・ヴァレー
品種：カベルネ・ソーヴィニヨン100%

1868年創業の前身のワイナリーに敬意を表し造ら
れたワイン。熟したブラックベリー、ダークチョコ
レート、クローブなどの魅力的な芳香に、ふわりと
した甘さが口の中に広がります。

ナパで最古のワイナリーを8年かけて改修。最先端
のテクノロジーと伝統の融合、医学界の権威フリオ
パルマッツがカリフォルニアワイン界に革命を起こ
します。熟したリンゴやレモン、バニラのアロマを感
じるリッチなシャルドネ。

ナパで最古のワイナリーを8年かけて改修。最先端
のテクノロジーと伝統の融合、医学界の権威フリオ
パルマッツがカリフォルニアワイン界に革命を起こ
します。熟したベリーの香りに、魅惑的なラズベ
リーリキュール・スパイシーな樽香が入り交じる極
めて芳醇な官能的ワイン。

赤

希望小売価格 ¥15,000
容量：750ml
入数：6
弊社コード：421815
JANコード：0853908003006

白

希望小売価格 ¥15,000
容量：750ml
入数：6
弊社コード：424429
JANコード：4580404824816

赤

希望小売価格 ¥38,000
容量：750ml
入数：6
弊社コード：424430
JANコード：4580404824823
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ベル・グロス
BEL L E GL OS

カリフォルニアで最も歴史ある家族経営ワイナリーの名門
「ケイマス・ヴィンヤード」の共同創立者が造る、至極のピノ・ノワール
「ケイマス・ヴィンヤード」の創始者チャック・ワグナーの母ローナの旧姓「ベル・グロス」からワイナ
リー名がつけられました。ワイン生産者である前に栽培家であり続けた血族らしく、凝縮した果実
からは濃潤で深みのあるワインの実現を可能とさせました。1880年代からナパに続く伝統一家の名
を汚さぬ姿勢が伝わる、エネルギッシュな完熟ピノ・ノワールを生み出します。

ベル・グロス
デイリーマン ピノ・ノワール

ベル・グロス
ラス・アルトラス ピノ・ノワール

ベル・グロス
クラーク＆テレフォン ピノ・ノワール

BELLE GLOS
DAIRYMAN PINOT NOIR

BELLE GLOS
LAS ALTURAS PINOT NOIR

BELLE GLOS
CLARK＆TELEPHONE PINOT NOIR

アメリカ、ソノマ、ロシアン・リヴァー・ヴァレー
品種：ピノ・ノワール100%

アメリカ、モントレー、サンタルシア、ハイランズ
品種：ピノ・ノワール100%

アメリカ、サンタバーバラ、サンタ・マリア・ヴァレー
品種：ピノ・ノワール100%

デイリーマンは畑の名前で「酪農家」という意味。
2000年に牧場だった土地にディジョン・クローンの
ピノ・ノワールを植えたことに由来する。豊かなブ
ラックベリーや熟したプラムの香りと共にドライ
ハーブやスモークのニュアンスも感じられます。

モントレー湾から最も遠い場所に位置する畑はそ
の温暖な気候からリッチで力強いワインを産み出し
ます。熟したブラックベリーやプラム、黒い甘草な
どのアロマ。ダークチョコレートやバニラ、オーク
のニュアンス。洗練されたタンニンとしっかりした
酸味。

畑はクラーク・アベニューとテレフォン・ロードの二
つの通りが交差する位置にあります。フレッシュ＆ス
パイシーをコンセプトにブラックベリーやナツメ
グ、キャラメルのニュアンス。爽やかな酸味とビ
ロードのようなタンニン、アフターには甘やかなタ
フィーの香りを感じます。

赤

希望小売価格 ￥7,800
容量：750ml 入数：12
弊社コード：424227
JANコード：0855622000811
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赤

希望小売価格 ￥7,800
容量：750ml 入数：12
弊社コード：425067
JANコード：4580404826544

赤

希望小売価格 ￥7,800
容量：750ml 入数：12
弊社コード：425068
JANコード：4580404826551

レーヴェンスウッド
R AV ENSWOOD

アメリカワインの概念を覆した『ジンファンデルのゴッドファーザー』
カリフォルニアワイン名誉の殿堂入りを果たした伝説のワインメーカー「ジョエル・ピーターソン」が
1976年に設立したワイナリー。当時安ワインの代名詞だったアメリカの伝統的ブドウ品種ジンファン
デルのポテンシャルを信じ、情熱をもって丁寧に育て続けたことによりたどり着いたそのクオリ
ティーは、まさに世界トップレベル。アメリカワインらしい力強さだけでなく、驚くほどなめらかな
口当たりや複雑な味わいは、レーヴェンスウッドだけにしかたどり着けない境地です。

レーヴェンスウッド
ヴィントナーズ・ブレンド ジンファンデル

レーヴェンスウッド
カントリー・シリーズ ローダイ ジンファンデル

RAVENSWOOD
VINTNER’S BLEND ZINFANDEL

RAVENSWOOD
COUNTRY SERIES LODI ZINFANDEL

アメリカ、カリフォルニア
品種：ジンファンデル

アメリカ、カリフォルニア、ローダイ
品種：ジンファンデル

カリフォルニアに散らばる複数の銘醸地から古樹の
ジンファンデルを厳選。フレンチオーク樽熟成によ
る上品な樽香によく熟したベリーのアロマ、そして
柔らかなタンニンで包まれた瑞々しくジューシーな
味わい。カリフォルニアの太陽を感じさせる活き活
きとした果実味は幅広い料理に合わせやすく、食卓
を盛り上げます。

その歴史は19世紀のゴールドラッシュ時代にさかの
ぼるアメリカワイン生産の中心地、ローダイ。ジン
ファンデルの聖地として知られるこの地区に長く根
を張る古樹がもたらす深い味わいがこのワインの
最大の魅力。ベリーやプラムの果実味に、18カ月の
フレンチオーク樽熟成によるバニラやココアのニュ
アンスが優しく香ります。

赤

希望小売価格 ￥2,300
容量：750ml
入数：12
弊社コード：430636
JANコード：0715826101908

赤

希望小売価格 ￥3,000
容量：750ml
入数：12
弊社コード：430637
JANコード：0715826102967
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インドミタ
I N DOM ITA

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。

PREMIUM

DUETTE

インドミタ サルドス
ウルトラ・プレミアム

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
INDOMITA DUETTE
PREMIUM
CABERNET SAUVIGNON

INDOMITA DUETTE
PREMIUM
PINOT NOIRT

INDOMITA DUETTE
PREMIUM
CHARDONNAY

INDOMITA QUINTUS
ORGANIC
CABERNET SAUVIGNON

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
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。

チリ、カサブランカ・ヴァレー
品種：ピノ・ノワール100%
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。

チリ、カサブランカ・ヴァレー
品種：シャルドネ100%
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。

チリ、
マイポ・ヴァレー
品種：カベルネ・ソーヴィニヨン100%

INDOMITA ZARDOZ
ULTRA PREMIUM

チリ、
マイポ・ヴァレー
品種：カベルネ・ソーヴィニヨン100%
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。
赤

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

赤

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

ORGANIC

インドミタ デュエット
プレミアム
ピノ・ノワール

赤

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
シャルドネ

白

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

GRAN RESERVA

インドミタ
グラン・レゼルバ
カベルネ・ソーヴィニヨン
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インドミタ
グラン・レゼルバ
ピノ・ノワール

赤

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
グラン・レゼルバ
ソーヴィニヨン・ブラン
INDOMITA
GRAN RESERVA
SAUVIGNON BLANC

INDOMITA
LATE HARVEST

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%
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！

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
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。

INDOMITA
GRAN RESERVA
CHARDONNAY

チリ、
マイポ・ヴァレー
品種：カベルネ・ソーヴィニヨン100%
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。

チリ、カサブランカ・ヴァレー
品種：ピノ・ノワール100%
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。

チリ、カサブランカ・ヴァレー
品種：シャルドネ100%
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！

赤

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
レイト・ハーベスト

インドミタ
グラン・レゼルバ
シャルドネ

INDOMITA
GRAN RESERVA
PINOT NOIR

赤

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。

LATE HERVEST

INDOMITA
GRAN RESERVA
CABERNET SAUVIGNON

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 キンタス
オーガニック
カベルネ・ソーヴィニヨン

白

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

白

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

白

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

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

インドミタ
ブリュット

インドミタ
ブリュット ロゼ

INDOMITA
BRUT

INDOMITA
BRUT ROSE

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%

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%

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。

スパークリング

スパークリング

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

インドミタ クラシック
カベルネ・ソーヴィニヨン

インドミタ クラシック
シャルドネ

INDOMITA CLASSIC
CABERNET SAUVIGNON

INDOMITA CLASSIC
CHARDONNAY

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％

チリ、セントラル・ヴァレー
品種：シャルドネ100％

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。

ロゼ

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

赤

スクリュー

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

白

スクリュー

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

VARIETAL

インドミタ
カベルネ・ソーヴィニヨン

インドミタ
カルメネール

インドミタ
シャルドネ

インドミタ
ソーヴィニヨン・ブラン

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%

チリ、セントラル・ヴァレー
品種：カルメネール100%

チリ、セントラル・ヴァレー
品種：シャルドネ100%

チリ、セントラル・ヴァレー
品種：ソーヴィニヨン・ブラン100%

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。

INDOMITA
CABERNET SAUVIGNON

赤

スクリュー

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

INDOMITA
CARMENERE

赤

INDOMITA
CHARDONNAY

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

白

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

INDOMITA
SAUVIGON BLANC

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
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エレメントス
EL EM EN TOS

渓谷の先にあるブドウ栽培の理想郷「カファジャテ」で
造られるワイン
アルゼンチンのワイン銘醸地メンドーサから車で北上すること約3時間ほどにあるカファジャテ渓谷。
年間降水量はわずか200mm。昼夜の寒暖差が大きく、日中36℃を超える夏場でも晩には12℃まで
落ち込みます。まさにブドウ栽培の理想郷といえる条件が揃うこの地で造られるワインは、テロワール
とブドウの個性を素直に表現しています。

エレメントス
カベルネ・ソーヴィニヨン

エレメントス
ピノ・ノワール

エレメントス
マルベック

エレメントス
シャルドネ

ELEMENTOS
CABERNET SAUVIGNON

ELEMENTOS
PINOT NOIR

ELEMENTOS
MALBEC

ELEMENTOS
CHARDONNAY

アルゼンチン、カファジャテ
品種：カベルネ・ソーヴィニヨン100%

アルゼンチン、カファジャテ
品種：ピノ・ノワール100%

アルゼンチン、カファジャテ
品種：マルベック100%

アルゼンチン、カファジャテ
品種：シャルドネ100%

ほんのり甘みのあるまろやかなタンニンと、
黒果実やバニラ、炒ったペッパーのような
ニュアンスが特徴。

華やかでジャムのような果実味と柔らかい
口当たり。やや軽やかで香り高いアロマ。

甘みのある優しいタンニンとチェリーのよう
な果実味、スパイシーさを感じるバランス
のとれた味わい。肉料理にぴったり！

優しい酸味とピーチのような果実味が特
徴。シルクのような口当たりとすっきりとし
た余韻が楽しめます。

赤

スクリュー

スクリュー

赤

スクリュー

白

スクリュー

希望小売価格 ¥1,400
容量：750ml
入数：12
弊社コード：418400
JANコード：7790189041965

希望小売価格 ¥1,400
容量：750ml
入数：12
弊社コード：418398
JANコード：7790189021028

希望小売価格 ¥1,400
容量：750ml
入数：12
弊社コード：418399
JANコード：7790189021073

エレメントス
トロンテス

エレメントス
レセルバ カベルネ・ソーヴィニヨン

エレメントス
レセルバ マルベック

エレメントス
レセルバ シャルドネ

ELEMENTOS
TORRONTES

ELEMENTOS
RESERVA CABERNET SAUVIGNON

ELEMENTOS
RESERVA MALBEC

ELEMENTOS
RESERVA CHARDONAY

アルゼンチン、カファジャテ
品種：トロンテス100%

アルゼンチン、カファジャテ
品種：カベルネ・ソーヴィニヨン100%

アルゼンチン、カファジャテ
品種：マルベック100%

アルゼンチン、カファジャテ
品種：シャルドネ100%

野生のローズやジャスミンを想わせる強いア
ロマ。フレッシュで力強く余韻は長い。オレ
ンジやアニスなどのスパイスのニュアンスも
感じる。

新樽で12カ月熟成。濃いルビー色で程よい
スパイシーさ、ナッツやチョコレート、ブ
ラックベリーのアロマが楽しめます。

新樽で12カ月熟成。紫がかった鮮やかな色
味でベリーやプラムのアロマが特徴。トー
ストやバニラのニュアンスを感じるしっかり
としたボディ。

新樽で6カ月熟成。リンゴやパイナップルな
どのトロピカルフルーツのアロマと、バター
トースト、蜂蜜などのニュアンスが特徴。
コクのある柔らかな味わい。

白

スクリュー

希望小売価格 ¥1,400
容量：750ml
入数：12
弊社コード：418401
JANコード：7790189021059
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赤

希望小売価格 ¥1,400
容量：750ml
入数：12
弊社コード：418397
JANコード：7790189021011

赤

希望小売価格 ¥2,000
容量：750ml
入数：12
弊社コード：418394
JANコード：7790189041972

赤

希望小売価格 ¥2,000
容量：750ml
入数：12
弊社コード：418395
JANコード：7790189041996

白

スクリュー

希望小売価格 ¥2,000
容量：750ml
入数：12
弊社コード：418396
JANコード：7790189041989

コールドストリーム・ヒルズ
COL DSTR E A M HI L L S

オーストラリアで最も有名なワイン評論家「ジェイムズ・ハリデイ」が
自ら立ち上げたワイナリー
コールドストリーム・ヒルズは、オーストラリアのロバート・パーカーと称されるジェイムズ・ハリデイ氏
によって1985年に設立されました。シャルドネとピノ・ノワールにフォーカスしたワイン造りと栽培技
術が、ヤラ・ヴァレーのテロワールの秀逸性を見事に表現。国内外のコンクールで数々の受賞歴を誇
る、オーストラリア屈指のワイナリーです。

コールドストリーム・ヒルズ
ピノ・ノワール

コールドストリーム・ヒルズ
シャルドネ

COLDSTREAM HILLS
PINOT NOIR

COLDSTREAM HILLS
CHARDONNAY

オーストラリア、ヤラ・ヴァレー
品種：ピノ・ノワール100%

オーストラリア、ヤラ・ヴァレー
品種：シャルドネ100%

オーストラリアで最も有名なワイン評論家「ジェー
ムズ・ハリデー」が自ら立ち上げたワイナリー。
「オーストラリアのロマネコンティ」とも評される。
冷涼なヤラ・ヴァレー産のピノ・ノワールを使用。赤
い果実の香りと新樽由来のバニラ香がマッチした
素晴らしい味わい。

オーストラリアで最も有名なワイン評論家「ジェー
ムズ・ハリデー」が自ら立ち上げたワイナリー。冷涼
なヤラ・ヴァレー産のシャルドネを使用。シトラスの
ニュアンスとフレンチオークから来る豊満な香りが
マッチした素晴らしい味わい。

赤

スクリュー

白

スクリュー

希望小売価格 ¥3,980
容量：750ml
入数：6
弊社コード：424215
JANコード：4580404824861

希望小売価格 ¥3,980
容量：750ml
入数：6
弊社コード：424214
JANコード：4580404824854

ジェイムズ・ハリデイについて
オーストラリアのロバート・パーカーと称される、
ジェイムズ・ハリデイ氏は、オーストラリアで活躍す
るワインライターであり、ワイン界における多大な貢
献から、オーストラリア勲章を授与されています。
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テイマー･リッジ
TA M A R R I DGE

世界を震撼させたタスマニアワインのパイオニア
テイマー・リッジは、1994年に実業家のジョゼフ・クローミーにより設立。タスマニアワインの第一
人者アンドリュー・ピーリー博士、ブドウ栽培学者の権威リチャード・スマート博士をメンバーに加
え、タスマニアのプレミアムワイナリーを目指しました。現ワインメーカーのトム・ワラス氏は、
「我々はワインメーカーではない、ピノメーカーなんだ。」と言うほど、最高品質のピノ・ノワールを
造る為に日々研究の努力を惜しみません。

テイマー・リッジ
ピノ・ノワール

テイマー・リッジ
ソーヴィニヨン・ブラン

テイマー・リッジ
レゼルヴ ピノ・ノワール

TAMAR RIDGE
PINOT NOIR

TAMAR RIDGE
SAUVIGNON BLANC

TAMAR RIDGE
RESERVE PINOT NOIR

オーストラリア、タスマニア
品種：ピノ・ノワール

オーストラリア、タスマニア
品種：ソーヴィニヨン・ブラン

オーストラリア、タスマニア
品種：ピノ・ノワール

テイマー・リッジの傑作ピノ・ノワール。果実味とタ
ンニンのバランスが秀逸で、柔らかく繊細でシル
キーな味わい。フレンチオークのバリック樽（新樽
20％含む）で10〜12カ月熟成。ラム肉のカツレツ、
ローストチキン等と合わせて。

タスマニアの進化系ソーヴィニヨン・ブラン。クリア
な酸と穏やかでエレガントな果実味が、心地良い
余韻を与えています。約20％のワインをフレンチ
オークの木樽で発酵させ、コクのエッセンスをプラ
ス。白身魚や牡蠣等のシーフード料理に最適。

厳選を重ねた圧巻のピノ・ノワール。濃厚かつエレ
ガントな味わい。区画ごとに収穫されたブドウを天
然酵母で発酵し、それぞれフレンチオークの木樽で
10〜12カ月熟成。その後、最良の樽のみを厳選して
ブレンドし、更に12カ月熟成を重ねています。

赤

スクリュー

希望小売価格 ¥3,900
容量：750ml
入数：6
弊社コード：426039
JANコード：9325814000062
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白

スクリュー

希望小売価格 ¥3,900
容量：750ml
入数：6
弊社コード：426040
JANコード：9325814000048

赤

スクリュー

希望小売価格 ¥6,800
容量：750ml
入数：6
弊社コード：426041
JANコード：9325814000307

デヴィルズ･コーナー
DE V I L'S COR N ER

地元で最も愛されるタスマニアワイン
デヴィルズ・コーナーのワイナリーは、タスマニア島東部、ラグーンを挟んでフレシネ半島の正面に位
置しています。タスマニアのテロワールを最大限活かし、クリアでピュアな果実味に溢れ、若いうち
から楽しめるワインを造っています。コストパフォーマンスに優れ、現在では「オーストラリア国内売
上No.1タスマニアワインブランド」として地位を確立しています。
※Aztec Scan Data 調べ

デヴィルズ・コーナー
ピノ・ノワール

デヴィルズ・コーナー
シャルドネ

デヴィルズ・コーナー
レゾリューション ピノ・ノワール

DEVIL'S CORNER
PINOT NOIR

DEVIL'S CORNER
CHARDONNAY

DEVIL'S CORNER
RESOLUTION PINOT NOIR

オーストラリア、タスマニア
品種：ピノ・ノワール

オーストラリア、タスマニア
品種：シャルドネ

オーストラリア、タスマニア
品種：ピノ・ノワール

ジューシーで柔らかなピノ・ノワール。口中にはフレッ
シュな酸と共にジューシーな果実味が広がり、柔ら
かいタンニンが包み込む。軽めの前菜からしっかり
とした肉料理まで、食事を通して楽しめるワインで
す。

フレッシュ＆クリーミーなシャルドネ。溌剌とした柑
橘系の果実味が口いっぱいに広がり、爽やかでフ
レッシュな酸が心地良く持続します。果汁の一部を
澱と共に木樽で低温発酵することで、ボリューム感
を与えています。
サーモングリルに最適。

「ザ･ハザーズ・ヴィンヤード」最高区画ピノ・ノワー
ル。ジューシーな果実味とキメの細かいタンニンがバ
ランス良く調和しています。ブドウの一部を全房で
発酵。発酵中は一日6回ものピジャージュを行う。フ
レンチオーク樽（新樽を含む）で熟成。

赤

スクリュー

白

スクリュー

赤

スクリュー

希望小売価格 ¥2,800
容量：750ml 入数：6
弊社コード：425815
JANコード：9325814006194

希望小売価格 ¥2,800
容量：750ml 入数：6
弊社コード：425816
JANコード：9325814006026

希望小売価格 ¥5,200
容量：750ml 入数：6
弊社コード：425819
JANコード：9325814006514

デヴィルズ・コーナー
ソーヴィニヨン・ブラン

デヴィルズ・コーナー
リースリング

デヴィルズ・コーナー
レゾリューション シャルドネ

DEVIL'S CORNER
SAUVIGNON BLANC

DEVIL'S CORNER
RIESLING

DEVIL'S CORNER
RESOLUTION CHARDONNAY

オーストラリア、タスマニア
品種：ソーヴィニヨン・ブラン

オーストラリア、タスマニア
品種：リースリング

オーストラリア、タスマニア
品種：シャルドネ

ピュアで爽快なソーヴィニヨン・ブラン。口中には、
パッションフルーツを想わせる豊かな果実味が広が
る一方で、
シャープで溌剌とした酸が全体のバラン
スを整えています。酸味のエッセンスが効いたシー
フード料理と共に。

クリアで上品なリースリング。溌剌としたレモンの風
味と甘美な味わいがバランス良く溶け合い、魅惑的
でエレガントなスタイルに。心地良い余韻を楽しむ
ことができます。
フレッシュな牡蠣や天ぷらとの相性
が抜群。

ボリューム感溢れる熟成型シャルドネ。若いうちでも十
分楽しめるが、3〜6年の熟成を経ることで、このワイ
ンのポテンシャルを最大限発揮することができます。
果汁の一部を天然酵母で木樽発酵。
マロラクティック
発酵も行い、澱と共にフレンチオーク樽で熟成。

白

スクリュー

希望小売価格 ¥2,800
容量：750ml 入数：6
弊社コード：425817
JANコード：9325814006248

白

スクリュー

希望小売価格 ¥2,800
容量：750ml 入数：6
弊社コード：425818
JANコード：9325814006163

白

スクリュー

希望小売価格 ¥5,200
容量：750ml 入数：6
弊社コード：425820
JANコード：9325814006606
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コノ
KONO

No.1ニュージーランドワインメーカーが手掛ける圧倒的コスパワイン
コノは、1998年からニュージーランドの先住民族マオリが世界で初めて所有、運営を行うワイナリー
「トフ」で手掛けるワイン。ニュージーランドの銘醸地マールボロ、ネルソンの厳選した畑のブドウを
使い、世界に通用する高品質のワインを造っています。ワインメーカーであるブルース・テイラー氏が
Royal Easter Show Wine Awards 2021で「ワインメーカー・オブ・ザ・イヤー2021」を獲得。今もっ
とも注目されるニュージーランドワインです。

コノ
マールボロ ソーヴィニヨン・ブラン

コノ
サウス・アイランド ピノ・ノワール

KONO
MARLBOROUGH SAUVIGNON BLANC

KONO
SOUTH ISLAND PINOT NOIR

ニュージーランド、
マールボロ
品種：ソーヴィニヨン・ブラン100%

ニュージーランド、南島
品種：ピノ・ノワール100%

英国ワイン専門誌「デキャンター」でプラチナ賞、97
点を獲得した、ニュージーランドの銘醸地マールボ
ロ産のソーヴィニヨン・ブラン。マールボロの魅力を
見事に表現した、溌剌とした味わいの白です。

ニュージーランドの銘醸地、マールボロのアワテレ
ヴァレーとアッパー・モウテレのピノ・ノワールをブ
レンド。シルクのような滑らかさと溢れんばかりの
果実感、上質な酸が魅力です。

白

スクリュー

希望小売価格 ¥1,700
容量：750ml
入数：6
弊社コード：423906
JANコード：9421003134010
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赤

スクリュー

希望小売価格 ¥2,200
容量：750ml
入数：6
弊社コード：423907
JANコード：9421003134034

MUTU 睦
MUTU

てらぐち

しのぶ

日本の食卓を知り尽くした醸造家、寺口信生氏が手掛ける
ニュージーランドワイン
ニュージーランド、ホークス・ベイに位置する「モアナ・パーク」の醸造家、寺口信生氏が手掛けるワイン。寺口氏
は長年にわたり、高品質スーパーのバイヤーとして、
また同スーパーの自社商品の輸入を行う会社で代表取締役
を務めてきたキャリアを持ちます。輸入、販売、
マーケティング、経営。これらの経験を通じて、
「日本の食卓を
知り尽くした醸造家」である寺口氏が、NZの土壌が生むブドウのポテンシャルを引き出しながら日本の食シーン
にマッチする、2つの国のエッセンスを睦まじく合わせることを考え、造るワインが「MUTU 睦」です。

MUTU 睦 シャルドネ

MUTU 睦 メルロー／カベルネ・フラン

MUTU CHARDONNAY

MUTU MERLOT/CABERNET FRANC

ニュージーランド、ホークス・ベイ
品種：シャルドネ100%

ニュージーランド、ホークス・ベイ
品種：メルロー85％、カベルネ・フラン15％

全房圧搾でシャルドネをプレス。それで得たピュア
な果 汁を木 樽で 3 週 間かけて発 酵 。M L F 後、
シュールリーで12カ月樽熟成（新樽比率55％）。
柑橘、ネクタリン、カシューナッツやビスケットなどが
複雑に重なるアロマ。完熟したブドウの厚みのある
ボディをフレッシュ感のある酸味が引き締め、ふく
らみのある味わいが余韻まで続きます。

小型のオープントップのタンクで醸 造。5日ほど
低温醸しを行い、その後2週間かけて発酵。フレンチ
オーク樽（新樽比率50％）で18カ月熟成。ブルー
ベリー、ブラックベリー、プラムの香り。しっとり
やわらかな口当たり。カベルネ・フランのしっかりと
した渋みと樽由来の甘みの複雑な味わいが口中
に広がり、長い余韻が続きます。

白

スクリュー

希望小売価格 ￥5,000
容量：750ml
入数：6
弊社コード：430634
JANコード：9421008981602

赤

スクリュー

希望小売価格 ￥5,000
容量：750ml
入数：6
弊社コード：430635
JANコード：9421008981619
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ワイン好きが

ヴィンテンス

飲みたい

ノンアルワイン

V I N T ENSE

0.0％ALCOHOL
〜真のノンアルコールワイン〜

日本マーケティングリサーチ機構調べ
調査概要：2021 年4月期 ブランド のイメージ調査

ノンアルコールワインメーカー「NEOBULLES（ネオブル）」が手掛ける「ヴィンテンス」の特徴は、
本物のワインと間違えるほど精巧な味わいを見事に表現していることです。120年以上受け継がれ
た伝統を重んじながらも、最新鋭の設備投資を繰り返し行っており、現在ではベルギー市場No.1の
シェアを獲得し、ヨーロッパで最も優れたノンアルコールワイン生産者として表彰されました。

ヴィンテンス スパークリング ブラン･ド･ブラン

ヴィンテンス スパークリング ブラン

ヴィンテンス スパークリング ロゼ

VINTENSE SPARKLING BLANC DE BLANCS

VINTENSE SPARKLING BLANC

VINTENSE SPARKLING ROSE

ベルギー
シャルドネ100%

ベルギー
アイレン100%

ベルギー
アイレン、テンプラニーリョ、ボバル、アリカンテ

シャルドネを100％使用した、ヴィンテンス最高峰
のスパークリング。淡いゴールドの色調、きめ細や
かな泡立ち、洗練された果実味、すべてにおいて
これまでのノンアルコールワインの概念を覆すクオ
リティです。

レモンやシトラスの香りが爽やかな印象を与えな
がら、マスカットのような甘味が全体を優しく包み
込みます。前菜から肉料理まで気軽に楽しむこと
ができ、皆に愛されるフレッシュ＆フルーティな
スパークリングです。

イチゴやメロンを想わせる優しいアロマがほのか
に広がり、心地良い酸味とベリー系の爽やかな
果実味がバランス良くマッチング。乾杯の瞬間を
より一層優雅に演出してくれるロゼ・スパークリン
グです。

スパークリング

白

スパークリング

ノンアルコール

ヴィテンス カベルネ・ソーヴィニヨン

スパークリング

ノンアルコール

希望小売価格 ￥480
容量：200ml 入数：24
弊社コード：426793
JANコード：5415270100223

ヴィテンス ソーヴィニヨン・ブラン
VINTENSE SAUVIGNON BLANC

ベルギー
カベルネ・ソーヴィニヨン100%

ベルギー
ソーヴィニヨン・ブラン100%

クランベリーやチェリーの華やかな香りからはじま
り、深みのあるエレガントな果実味となめらかなタ
ンニンを感じられます。まさに 本物の赤ワイン
と錯覚するクオリティ。赤身を使った肉料理やナ
チュラルチーズとも良く合います。

柑橘系とエキゾチックなフルーツが織り成す繊細
な香りは、 本物の白ワイン を彷彿とさせます。
ソーヴィニヨン･ブランの爽やかな特徴を見事に引
き出しており、食前酒としてはもちろん、魚介類、
焼鳥とも好相性です。

赤

スクリュー

ノンアルコール

白

スクリュー

ロゼ

希望小売価格 ¥1,380
容量：750ml 入数：6
弊社コード：426790
JANコード：5415270100179

VINTENSE CABERNET SAUVIGNON

希望小売価格 ¥1,380
容量：750ml 入数：6
弊社コード：426791
JANコード：5415270100650
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白

希望小売価格 ¥1,380
容量：750ml 入数：6
弊社コード：426789
JANコード：5415270100162

希望小売価格 ¥2,500
容量：750ml 入数：6
弊社コード：427141
JANコード：5415270100995

ノンアルコール

希望小売価格 ¥1,380
容量：750ml 入数：6
弊社コード：426792
JANコード：5415270100667

ノンアルコール

希望小売価格 ￥480
容量：200ml 入数：24
弊社コード：426794
JANコード：5415270100230

エクロール
ECL OR

ストレート果汁100％のフランス産スパークリングジュース
1919年創業のフランスのシードルメーカーが造るストレート果汁100％のスパークリングジュース
です。ワインやシードル用のブドウ・リンゴ果汁を濃縮還元せずに贅沢にもストレート果汁で瓶詰。
着色料や甘味料などは一切不使用。素材の自然な甘みをお楽しみいただけます。「モーヴ」とは
淡い紫色の花の名前で、花言葉は「純愛」。是非、大切な方との乾杯に。

モーヴ
スパークリング レッド・グレープ

モーヴ
スパークリング ホワイト・グレープ

モーヴ
スパークリング アップル

MAUVE
SPARKLING RED GRAPE

MAUVE
SPARKLING WHITE GRAPE

MAUVE
SPARKLING APPLE

フランス
品種：カリニャン主体

フランス
品種：ユニブラン主体

フランス

カリニャンやメルロー由来のブドウの甘味、渋味、
果実感がそのまま味わえる、フレッシュですっきりと
した甘さのスパークリングジュースです。

ユニブランやシャルドネ由来のブドウの甘味、酸味、
果実感がそのまま味わえる、フレッシュですっきりと
した甘さのスパークリングジュースです。

シードル用のリンゴの甘味、酸味、果実感がその
まま味わえる、フレッシュですっきりとした甘さの
スパークリングジュースです。

ブドウジュース

希望小売価格 ￥698
容量：750ml
入数：12
弊社コード：425690
JANコード：3256550089904

ブドウジュース

希望小売価格 ￥698
容量：750ml
入数：12
弊社コード：425691
JANコード：3256550089898

アップルジュース

希望小売価格 ￥698
容量：750ml
入数：12
弊社コード：425692
JANコード：3256550089881
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ダム
DA M M

伝統と革新から生まれる、情熱の国の民に愛される一番星ビール
情熱の国スペインのカタルーニャ地方。多くの観光客が訪れる州都バルセロナに本拠地を置くブル
ワリーがダム社。FCバルセロナ公式ビール エストレージャ・ダム を看板ビールとして、プレミアム
ビール ボル・ダム 、そしてコンセプトビール イネディット を造る。1876年の創業より代々受け継が
れてきた技と最新の設備を駆使して生み出されるビールは、地元バルセロナの人々はもちろん、世界中
で広く愛されています。

エストレージャ ダム

ボルダム ダブル・モルト

ESTRELLA DAMM

VOLL-DAMM DOBLE MALTA

DAURA GLUTEN-FREE LAGER BEER

スペイン
度数：4.6%

スペイン
度数：7%

スペイン
度数：5%

バルセロナにあるダム社のスタンダード品でスペイン
国内では最も有名なビールのひとつです。クリー
ミーな泡立ちで、爽快感のある喉 越しが 特 徴の
ピルスナータイプ。
「エストレージャ」とはスペイン
語で「星」の意。
ビール

希望小売価格 ¥330（24本：￥7,920）
容量：330ml
入数：24
弊社コード：302224
JANコード：8410793282934
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ダム社のプレミアムビールとして登場したボルダム
は、アルコール7. 2 % 、麦汁エキス17 %の力強い
ボディを持 つビールです。モルトを2回追加する
ことで、夏の暑い時期でもビールの発酵を続ける
【ダブルモルト製法】によって生まれる、強いコクと
風味が特徴です。
ビール

希望小売価格 ¥350（24本：￥8,400）
容量：330ml
入数：24
弊社コード：302240
JANコード：8410793032935

ダウラ グルテンフリー ラガービール

ダム社とスペイン公的機関「CSIC」の共同開発に
より、大麦などの胚乳から生成されるタンパク質の
一種「グルテン」を取り除きながらも本格的な味わい
を楽しめる、機能性と味わいを両立したグルテン
フリービール。ワールドビールアワード2008＆2009
部門最高賞受賞。
ビール

希望小売価格 ¥450（24本：￥10,800）
容量：330ml
入数：24
弊社コード：302305
JANコード：8410793262936

イネディット
I N EDIT

美食のための究極のプレミアムビール
世界一予約が取れない と言われ一世を風靡した伝説のミシュラン三ツ星レストラン「エル・ブ
ジ」の天才シェフ「フェラン・アドリア」と同店のソムリエチームがダム社とともに創りあげた、いかな
るクリエイティブな料理にも調和する究極のプレミアムビール。

オレンジピール由来のフルーティな香りに、コリアンダーとリコリスによる甘いスパイスや花のニュアンス。
ワインのように上品で華やかな味わいを、優しいホップの苦みと繊細でクリーミーな泡が完璧に際立たせます。
シンプルなサラダや柑橘をベースにした前菜から、オイリーなシーフードや肉料理、濃厚なソースを使った料理まで。
苦味、酸味、塩味、甘味、脂味、スパイス… ガストロノミー（美食）を形成するすべての要素に、見事に調和します。

イネディット 330ml

イネディット 750ml

INEDIT

INEDIT

INEDIT

スペイン
度数：4.8％

スペイン
度数：4.8％

スペイン
度数：4.8％

ビール

希望小売価格 ￥490（24本：￥11,760）
容量：330ml
入数：24
弊社コード：302227
JANコード：8410793331939

ビール

希望小売価格 ￥1,370（12本：￥16,440）
容量：750ml
入数：12
弊社コード：302222
JANコード：8410793333179

イネディット キーケグ 20L

ビール

希望小売価格 オープン価格（業務用専売）
容量：20l
入数：1
弊社コード：30244391
JANコード：8410793330802

レストランで

飲みたいビール

日本マーケティングリサーチ機構調べ
調査概要：2021 年4月期 ブランド のイメージ調査
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ラーデベルガー
R A DEBERGER

ドイツNo.1プレミアムビール醸造所
ザクセン州ドレスデン近郊の街、ラーデベルグで造られ、1887年初代宰相ビスマルクにより、帝国
公式の醸造所に認定。
「首相の飲み物」として寵愛を受け、1905年にはザクセン王がラーデベルガー
を「王の飲み物」として選定しました。王室から多大な名誉と尽力を受け、ミュンヘンやデュッセル
ドルフといった銘醸地ビールを抑えて、ラーデベルガーはドイツ№1プレミアムビールとして君臨して
います。

ビール好きが
飲みたい

ノンアルビール
日本マーケティングリサーチ機構調べ
調査概要：2021 年4月期 ブランド のイメージ調査

ラーデベルガー 缶

ラーデベルガー 瓶

RADEBERGER

RADEBERGER

CLAUSTHALER

ドイツ
度数：4.8％

ドイツ
度数：4.8％

ドイツ
度数：0％

ザクセン州ラーデベルグで造られる絶大な人気を
誇る銘柄。ザクセン国の王室御用達として扱われ、
ドイツ初代首相ビスマルク氏も愛飲した最高級
ピルスナービールです。ビターホップ独特のアロマ
と心地良い上質な苦味、麦芽の奥深いコクとキレ
のよい後味です。

ザクセン州ラーデベルグで造られる絶大な人気を
誇る銘柄。ザクセン国の王室御用達として扱われ、
ドイツ初代首相ビスマルク氏も愛飲した最高級
ピルスナービールです。ビターホップ独特のアロマ
と心地良い上質な苦味、麦芽の奥深いコクとキレ
のよい後味です。

ドイツNo.1ビールメーカー「ラーデベルガー社」が
造る、大麦麦芽を使ったノンアルコールビール。独自
の製法により、豊かなホップの風味とスパイスの
ニュアンスを感じるその味わいは、他社製品と
格段に異なります。ワールド・ビア・カップなど数多
くの受賞歴を誇ります。

ビール

希望小売価格 ￥288（24本：￥6,912）
容量：330ml 入数：24
弊社コード：302167
JANコード：0042572050311

ビール

希望小売価格 ￥298（24本：￥7,152）
容量：330ml 入数：24
弊社コード：302239
JANコード：4014388000107

クラウスターラー

受賞歴

◆ ワールド・ビア・アワード 金賞受賞5回
◆ ワールド・ビア・カップ2000 金賞受賞
◆ セレクション・モンディアル・ドゥ・ラ・ピエール 最高金賞（1990年）
◆ DLG ドイツ農業協会 金賞
（2013年）
◆ 国際審査味覚機構（iTQi）2ツ星受賞（2016年/2018年）
ノンアルコール

希望小売価格 ￥128（24本：￥3,072）
容量：330ml 入数：24
弊社コード：918018
JANコード ：40534794
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長濱浪漫ビール

NAG A H A M A ROM A N BEER

滋賀県長浜市、琵琶湖のほとりにあるクラフトビール製造所
長濱浪漫ビールは、地元長浜市の企業、市民たちが株主となり、19 9 6 年、近畿で3 番目となる
クラフトビールの製造を開始しました。築100年を超える米蔵を改装した店内に併設したブルワリー
で、20年以上にわたってビール造りを行っています。直営のレストランでは、地元の名産近江牛を使用
した料理とクラフトビールのペアリングを楽しむことが出来ます。

長浜 IPA スペシャル 缶
NAGAHAMA IPA SPECIAL

日本
度数：6％
オレンジがかったゴールドの外 観 。グレープフルーツの
フレーバーを持つアロマホップ「シトラ」をたっぷりと使用
した爽やかでフルーティな香りが特徴。爽快な香りにとび
きりの苦みが重なる個性的な一本です。苦みとのバランス
が取れたミディアムボディで、心地よい苦みが余韻として
長く残ります。ラベルモチーフは琵琶湖に沈む夕日をイメージ
しています。ビール単体で愉しめる個性が特徴です。
ビール

希望小売価格 ￥390（24本：￥9,360）
容量：350ml 入数：24
弊社コード：303026
JANコード：4573286170010
販売者：長浜浪漫ビール株式会社
製造所：エチゴビール株式会社
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ロッホローモンド
L OCH L OMON D

全英オープンゴルフ公式ウイスキー
個性的で多彩なハイランド・シングルモルト
1966年にリトルミル蒸溜所の第2工場として、スコットランド最大の湖『ローモンド湖』の畔に誕生。
特殊なストレートネックのポットスチルが有名ですが、スワンネックのポットスチルや連続式蒸留器まで
保有しており、多彩な蒸留器から生まれる数々のユニークな原酒を使いわけています。またスコット
ランドでもごくわずかとなった、自社敷地内に樽工場を保有する蒸溜所のひとつであり、蒸留から
熟成まで一貫して管理することを可能にしています。

ロッホローモンド
インチマリン12年

ロッホローモンド
インチモーン12年

ロッホローモンド
14年

LOCH LOMOND
12 YEARS OLD

LOCH LOMOND
INCHMURRIN 12 YEARS OLD

LOCH LOMOND
INCHMOAN 12YEARS OLD

LOCH LOMOND
14 YEARS OLD

スコットランド
度数：46%

スコットランド
度数：46%

スコットランド
度数：46%

スコットランド
46%

ストレートネックと、スワンネックから生まれ
た4種類の原酒をヴァッティング。ほのかなス
モーキーさと、豊かなコクをもつ完璧なバラ
ンスの12年熟成です。TWSCにて3年連続
金賞を獲得、殿堂入りを果たしました。

ストレートネックから生まれる原酒のみを
使用。その特徴といえる、桃や洋梨の華や
かな風味を存分にお愉しみいただける、ノ
ンピートモルトです。

ストレートネックとスワンネックから生まれ
た、3種類のピーテッド原酒をヴァッティン
グして熟成。他にはない風味をもつ、ヘビリ
ピーテッドモルトです。

定番商品としては珍しくフレンチオーク
樽熟成の原酒を使用することで、特殊な
ストレートネックスチルの特徴であるキラキラ
としてフルーティな果実味が、非常によく
表現されたシングルモルトです。

ロッホローモンド
12年

ウイスキー

ウイスキー

ウイスキー

希望小売価格 ¥4,500
容量：700ml
入数：6
弊社コード：510614
JANコード：5016840155218

希望小売価格 ¥4,500
容量：700ml
入数：6
弊社コード：512905
JANコード：5016840155300

希望小売価格 ¥9,000
容量：700ml
入数：6
弊社コード：514650
JANコード：5016840747819

ロッホローモンド
シングル・グレーン

ロッホローモンド
シングル・グレーン・ピーテッド

ロッホローモンド
クラシック

ロッホローモンド
18年

LOCH LOMOND
SINGLE GRAIN

LOCH LOMOND
SINGLE GRAIN PEATED

LOCH LOMOND
CLASSIC

LOCH LOMOND
18 YEARS OLD

スコットランド
度数：46%

スコットランド
度数：46%

スコットランド
度数：40%

スコットランド
度数：46%

原料にモルトを100%使用したシングルグ
レーン。世界でもわずかしか現存していな
い、カフェスチルで蒸留しています。
WWA2017ベストスコッチグレーン。

原料にヘビリーピーテッドモルトを使用し、
連続式蒸留器で蒸留を行った、非常に珍しい
ピーテッドタイプのシングルグレーンウイス
キーです。

ストレートネックとスワンネックで蒸留した
原酒を、自社の樽工場で調整した最高級の
樽で熟成。華やかな風味をもつ、ノンヴィン
テージのシングルモルトです。

5種の原酒を絶妙にヴァッティング、自社の
マスタークーパーが選んだ最上級の樽で熟
成した、複雑に絡み合う、円熟感あふれる
風味がお愉しみいただけます。

ウイスキー

希望小売価格 ¥3,300
容量：700ml
入数：6
弊社コード：512625
JANコード：5016840050216
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ウイスキー

希望小売価格 ¥4,200
容量：700ml
入数：6
弊社コード：512523
JANコード：5016840737216

ウイスキー

希望小売価格 ¥3,500
容量：700ml
入数：6
弊社コード：514593
JANコード：5016840260219

ウイスキー

希望小売価格 ¥3,200
容量：700ml
入数：6
弊社コード：512522
JANコード：5016840043218

ウイスキー

希望小売価格 ¥12,000
容量：700ml
入数：6
弊社コード：512524
JANコード：5016840239215

ザ・グレンタレット
T H E GL EN T UR R ET

歴史と芸術が融合し、伝説の男が魔法を掛けた唯一無二の作品
最も古くは1763年の文書にその記録が残っており、約250年もの歴史を経て、2019年3月にフランスの高級クリス
タルメゾン「ラリック」のグループに合流。マスターウイスキーメーカーにはマッカランなど有名蒸溜所での確かな
実績を持つ「ボブ・ダルガーノ」氏を招聘し、ポートフォリオを一新しました。「By Hand & Heart」の精神を
掲げ、その長い蒸溜所の歴史と原酒たち、手作業かつ小バッチで行われる伝統的な製法、長い時間をかけ蒸留
することで生まれる甘くフルーティなニュメイクスピリッツを最大限活かしたボトリングを行っています。

ザ・グレンタレット
トリプルウッド

ザ・グレンタレット
10年 ピートスモークド

ザ・グレンタレット
12年

THE GLENTURRET
TRIPLE WOOD

THE GLENTURRET
10YEARS OLD PEAT SMOKED

THE GLENTURRET
12YEARS OLD

スコットランド
度数：43%

スコットランド
度数：50%

スコットランド
度数：46%

アメリカンオーク樽、
ヨーロピアンシェリー樽、
そして
バーボン樽で熟成した原酒をマスターウイスキー
メーカーのもと丁寧にヴァッティング。
「ザ・グレンタ
レット」が生み出すニューメイクスピリッツの甘く
フルーティな特徴を活かした、蒸溜所すべてのシン
グルモルトの原点ともいうべき味わいです。
ウイスキー

「 Ruadh Maor（ルーアックモア）」の別名でも有名な
「 ザ・グレンタレット」のヘビリーピーテッドタイプ。
50%という高めのアルコール度数でボトリングする
ことにより、スモーキーでありながら甘くまろやかな
味わいを実現しています。
ウイスキー

「ザ・グレンタレット」の精神である「By Ha nd &
Heart」を最も体 現した1本です。スモールバッチ
かつ、手作業で樽詰めされたヨーロピアンオーク
樽熟成原酒を丁寧にヴァッティングしています。非常
に滋味深いまろやかさと、奥深く複雑な風味を兼ね
備えています。
ウイスキー

希望小売価格 ￥5,500
容量：700ml
入数：6
弊社コード：514921
JANコード：5060768210061

希望小売価格 ￥6,500
容量：700ml
入数：6
弊社コード：514922
JANコード：5060768210078

希望小売価格 ￥7,500
容量：700ml
入数：6
弊社コード：514923
JANコード：5060768210085

ザ・グレンタレット
15年

ザ・グレンタレット
25年

ザ・グレンタレット
30年

THE GLENTURRET
15YEARS OLD

THE GLENTURRET
25YEARS OLD

THE GLENTURRET
30YEARS OLD

スコットランド
度数：55%

スコットランド
度数：44.5%

スコットランド
度数：45.7%

「ザ・グレンタレット」はリフィル樽の重要性を非常に
理 解しています。この15年熟成はリフィル樽熟成
原酒を使用することで樽の影響を抑え、
ニューメイク
スピリッツ由来の華やかな柑橘の風味と柔らかな
バニラを最大限に両立させています。

非常に繊細で洗練された、
「ザ・グレンタレット」の
技術と忍耐が詰まった1本です。蒸溜所の特徴とも
言える「ゆっくりと時間をかけた蒸留」により生まれた
フルーティなニューメイクスピリッツとマスターウイス
キーメーカーのブレンド技術の結晶ともいえる、複雑
かつバランスの取れたエレガントなウイスキーです。

新たなオーナー、新たなマスターウイスキーメー
カー、新たな樽材、そして「ザ・グレンタレット」の
歴史が詰まった30年熟成原酒すべてが組み合わ
さった、まさに集大 成ともいえる貴重なシングル
モルトです。

ウイスキー

希望小売価格 ￥15,000
容量：700ml
入数：6
弊社コード：514924
JANコード：5060768210092

ウイスキー

希望小売価格 ￥120,000
容量：700ml
入数：1

ウイスキー

希望小売価格 ￥220,000
容量：700ml
入数：1
弊社コード：514925
JANコード：5060768210115
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グレンスコシア
GL EN SCOTI A

波乱の時代を生き抜いたカンベルタウンの証言者
大麦の一大産地であり、海運業も発達していたカンベルタウンは、かつては50か所以上の蒸溜所が
ひしめいており、世界の「ウイスキーの首都」と呼ばれていましたが、現在まで稼働している蒸溜所
はわずかに3か所。スモールバッチで仕込まれる、潮の香りが特徴のカンベルタウン伝統のシングル
モルトです。

グレンスコシア
カンベルタウン・ハーバー

GREN SCOTIA
CAMPBELTOWN HARBOUR

グレンスコシア
ダブル・カスク

GREN SCOTIA
DOUBLE CASK

グレンスコシア
10年

スコットランド
度数：40%

スコットランド
度数：46%

スコットランド
度数：40%

100%ファーストフィルのバーボン樽原酒を
使用。特有の潮の香りに加えて、
ラベンダー
やバニラのフローラルなアロマ。味わいはフ
ルーティでカスタードのような甘み。ピートの
余韻は海を感じさせます。

アメリカンオーク樽で熟成した原酒をペドロ
ヒメネスシェリー樽とファーストフィルバーボ
ン樽に詰め分けて後熟。この独特の製法
により、
リッチでスパイシーな味わいが強調
されています。

ノンピートモルト原酒をファーストフィルのバーボン樽で10
年間熟成した、蒸溜所の個性と樽由来の風味が完全に
調和したシングルモルトです。柔らかな潮の香り、青い柑
橘類、クリーミィなバニラ、そしてスパイスなど、伝統的な
カンベルタウンモルトの特徴が随所に感じられます。

ウイスキー

ウイスキー

希望小売価格 ¥4,300
容量：700ml
入数：6
弊社コード：512520
JANコード：5016840161219

ウイスキー

希望小売価格 ¥5,300
容量：700ml
入数：6
弊社コード：512121
JANコード：5016840151210

希望小売価格 ¥6,000
容量：700ml
入数：6
弊社コード：514811
JANコード：5016840772262

グレンスコシア
15年

グレンスコシア
ヴィクトリアーナ
GLEN SCOTIA
VICTORIANA

GREN SCOTIA
18 YEARS OLD

GREN SCOTIA
25 YEARS OLD

スコットランド
度数：46%

スコットランド
度数：54.2%

スコットランド
度数：46%

スコットランド
度数：48.8%

カンベルタウンモルトの特徴を豊かに表現している原
酒を慎重に吟味。瓶詰前に最上級のアメリカンオー
ク樽で熟成しています。甘いドライフルーツの後に潮
の香り。味わいは非常にまろやかで、スパイシーでア
ロマティックな果実の後にバニラの甘みを感じます。

内側をよく焦がした「ディープチャ―バレル」で後熟し
たフルボディのシングルモルト。クリームブリュレのよう
な甘い香りと、チェリーやクランベリーのような甘い果
実のフルーティさ、ボリューミーな甘みとスパイス、余
韻にほのかなピートを感じます。

従来のバーボンカスク熟成に加え、オロロソ
シェリーカスクで1年間の後熟を加え、特徴
の甘くてスパイシーかつ潮気のある余韻に、
華やかなシェリーの香りを纏わせました。

特別に選別されたアメリカンオークバレル
に25年熟成され、その後ファーストフィル
バーボンバレルでさらに12カ月熟成をして
います。

GREN SCOTIA
15 YEARS OLD

ウイスキー

希望小売価格 ¥10,000
容量：700ml
入数：6
弊社コード：512123
JANコード：5016840171218
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GREN SCOTIA
10 YEARS OLD

ウイスキー

希望小売価格 ¥11,000
容量：700ml
入数：6
弊社コード：512763
JANコード：5016840192220

グレンスコシア
18年

ウイスキー

希望小売価格 ¥15,000
容量：700ml
入数：6
弊社コード：512624
JANコード：5016840181200

グレンスコシア
25年

ウイスキー

希望小売価格 ¥80,000
容量：700ml
入数：3
弊社コード：512622
JANコード：5016840161226

アイル・オブ・ラッセイ

リンドーズ・アビー

150年ぶりに復興した、ラッセイ島唯一のウイスキー蒸溜所

スコットランド王の命により生み出された
スコッチウイスキーのルーツ

スコットランド西岸、スカイ島からフェリーで約25分の位置にある「ラッセイ島」。かつて密造ウイ
スキーが盛んだったこの大地に、150年ぶりに蒸溜所が復活しました。新たなる島のシングルモル
ト「アイル・オブ・ラッセイ」最大の特徴は、ラッセイ島の象徴であるダンカン山から流れ出た自
然水を冷却から加水に至るまで全ての工程で使用すること。火山岩の間を流れジュラ紀の砂岩
によって濾過されたミネラル分に富んだ硬水は、独特の甘い風味をウイスキーに与えます。

「リンドーズ・アビー」は、1191年スコットランド・ファイフ州に建立された由緒正しきリンドーズ修
道院跡地にある蒸溜所。この修道院は、1494年にスコットランド王ジェームズ4世が大麦麦芽を
使った蒸溜酒の製造を命じ、記録に残るスコットランドで最初のウイスキーづくりを行った場所と
知られています。そして500年以上の時を超え、2017年にドリュー＆ヘレン・マッケンジー・スミス
夫妻が修道院跡地に蒸溜所を設立。リンドーズ・アビーの新たな歴史がスタートしました。

ISL E OF R A S SAY

L I N DOR ES A BBE Y

アイル・オブ・ラッセイ
ヘブリディアン シングルモルト R-01

リンドーズ・アビー
リンドーズ シングルモルト MCDXCIV

ISLE OF RASSAY
HEBRIDEAN SINGLE MALT R-01

LINDORES ABBEY
LINDORES SINGLE MALT MCDXCIV

スコットランド
度数：46.4％

スコットランド
度数：46％

非常にエレガントな味わいのスモールバッチ シングル
モルトです。ノンピーテッドとライトリーピーテッドの
スピリッツを、ライウイスキー樽、ボルドー赤ワイン
樽、
そしてチンカピンオーク樽の3種で熟成し、計6種
の原酒を組み合わせています。全てのスピリッツは
島内にある倉庫で熟成から瓶詰めまでを行うため、
ヘブリディーズ諸島の気候の影響を最大限に受け
ています。ノンチルフィルタリング、ナチュラルカラー
でボトリング、同蒸溜所の定番となる「シグネチャー
シングルモルト」シリーズのひとつです。

1494年当時も使われていた修道院の井戸からくみ
上げた地下水を使用しつくられるシングルモルト。
地元ファイフ州の大麦を木製の発酵槽で長時間発
酵後、世界最高峰の蒸溜器メーカーとして知られる
スコットランドのフォーサイス社製ポットスチル2基で
蒸留。軽やかでフルーティに仕上がったスピリッツは
その後タンクでブレンドされ、バーボン樽、
ワイン樽、
シェリー樽で熟成されます。ベリーやオレンジの皮の
香りに、
リンゴ、バニラ、甘いスパイスが合わさった
アップルパイのようなニュアンスが魅力です。

ウイスキー

希望小売価格 ￥6,000
容量：700ml 入数：6
弊社コード：514527
JANコード：5060221850629

ウイスキー

希望小売価格 ￥6,500
容量：700ml 入数：6
弊社コード：514996
JANコード：5060638170228
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グレンジストン
GR A NGESTON E

蒸溜所が明かされていない「謎のモルト」
スコットランドの蒸溜所から原酒を購入し、独自にブレンド、熟成を行うボトラーズブランド。
蒸溜所名は一切非公開。ぜひ皆様ご自身の舌でその素性を明らかにしてください。

グレンジストン
ハイランド・シングル・モルト ダブルカスク
バーボン・カスク・フィニッシュ

グレンジストン
ハイランド・シングル・モルト ダブル・カスク
シェリー・カスク・フィニッシュ

GRANGESTONE
HIGHLAND SIGLE MALT DOUBLE CASK
FINISHED IN BOURBON CASKS

GRANGESTONE
HIGHLAND SIGLE MALT DOUBLE CASK
FINISHED IN BOURBON CASKS

蒸留所が明らかにされていないハイランドシングル
モルト。アメリカンオークカスクとバーボンカスクの
ダブルカスク熟成。バニラのような香り、ハーブのよ
うに爽やか。優しいスパイスとフルーティーな味わ
いが特徴。サンフランシスコワールドスピリッツコン
ペティション金賞！

蒸留所が明らかにされていないハイランドシングル
モルト。アメリカンオークカスクとシェリーカスクの
ダブルカスク熟成。モルトの深い香りと共に、シェ
リー樽熟成による甘い香りと深みある豊かな味わ
いが特徴です。

スコットランド
度数：40%

ウイスキー

希望小売価格 ¥3,680
容量：750ml
入数：6
弊社コード：510812
JANコード：0747505006280
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スコットランド
度数：40%

ウイスキー

希望小売価格 ¥3,680
容量：750ml
入数：6
弊社コード：512282
JANコード：0747505012052

ランベイ
L A M BAY

海風とカミュが育てる、唯一無二のアイリッシュウイスキー
ランベイ島はダブリンの北にあるアイリッシュ海に浮かぶ小さな島で、カミュ家5代目当主シリル・カ
ミュの友人、アレクサンダー・ベアリング卿が代々受け継いできた土地です。ランベイはフランスのコ
ニャックメーカーCAMUS（カミュ）社がプロデュースするアイリッシュウイスキー。カミュのコニャッ
ク樽で後熟を行い、ランベイ島のトリニティ・ウェル・ウォーターを使用しています。

ランベイ
スモール・バッチ・ブレンド

ランベイ
ブレンデッドモルト

LAMBAY
SMALL BATCH BLEND

LAMBAY
BLENDED MALT

ランベイ島のトリニティ
・ウェル・ウォーターを使用した
アイリッシュウイスキー。3回蒸留を行ったモルトウイス
キーにグレーンウイスキーをブレンド。
カミュのコニャッ
ク樽で後熟を行います。
コニャック由来のフローラル
な香りが特徴です。

3カ所以上のアイリッシュ シングルモルト原酒をバーボ
ン樽で熟成。
その後カミュのコニャック樽で後熟し、
ランベイ島のトリニティ・ウェル・ウォーターで加水し、
アルコール度数43％でボトリング。
モルティで華やか、
熟したイチジクやバナナの香り。味わいはココナッツ
やドライベリー、
ナツメグ、
カルダモンが特徴的です。

アイルランド
度数：40%

ウイスキー

希望小売価格 ¥3,400
容量：700ml
入数：6
弊社コード：512958
JANコード：5391532290072

アイルランド
度数：43%

ウイスキー

希望小売価格 ¥5,200
容量：700ml
入数：6
弊社コード：514587
JANコード：5391532290317
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長濱蒸溜所

NAG A H A M A DISTI L L ERY

国内最小規模のクラフトディスティラリー
長濱蒸溜所は2016年に長濱浪漫ビール施設内で稼働した、琵琶湖と伊吹山、長濱の風土が育む
クラフトディスティラリーです。アランピック型の小さなポットスチルと極細のラインアームからは、
日々特徴となるリッチな味わいの原酒が産まれています。

AMAHAGAN
ウイスキー造りにとって最も需要
な工程である「ブレンド」に焦点
を当て生み出されたブレンデット
モルトシリーズ。

アマハガン ワールドモルト
エディションNo.1

アマハガン ワールドモルト
エディションNo.2

AMAHAGAN WORLD MALT
EDITION No.1

AMAHAGAN WORLD MALT
EDITION No.2

日本
度数：47%

日本
度数：47%

海外のモルトをベースに、長濱蒸溜所モルトを絶妙
にブレンド。長濱モルト由来の円みのある麦芽の
香りとオレンジチョコレートを連想させるフルー
ティさと深みが複雑に絡み合い全体をバニラの甘い
香りが包み込む。「ワールドウイスキーアワード
2020」ジャパニーズブレンデットモルトノンエイジ
部門で銅賞。

アマハガンエディションNo.1をベースに、赤ワインの
個性を活かした後味にチャレンジ。レーズンや
ベリーといった赤ワイン由来の風味と、長濱独特
のモルティさが絶妙に調和。アフターに爽やかな
オレンジピールを感じます。「ワールドウイスキー
アワード2 02 0」ジャパニーズブレンデットモルト
ノンエイジ部門で金賞。

ウイスキー

ウイスキー

希望小売価格 ￥5,500
容量：700ml 入数：6
弊社コード：513652
JANコード：4573286170300

アマハガン ワールドモルト
エディションNo.3

アマハガン ワールドモルト
エディション山桜

アマハガン ワールドモルト
エディション ピーテッド

AMAHAGAN WORLD MALT
EDITION No.3

AMAHAGAN WORLD MALT
EDITION YAMAZAKURA

AMAHAGAN WORLD MALT
EDITION PEATED

日本
度数：47%

日本
度数：47%

日本
度数：47%

アマハガンエディションNo.1をベースに、日本原産で
通称「ジャパニーズオーク」とも呼ばれるミズナラ
のオリエンタルな個性を活かして後熟を実施。
ミズナラの風味、フィニッシュに感じるビターな
余 韻をお 愉し み下さい。「ワールドウイスキー
アワード2020」ジャパニーズブレンデットモルトノン
エイジ部門で日本最高賞。

アマハガンエディションNo.1をベースに、日本原産
「山桜」にて後熟を行いました。『和』を纏った
香木を思わせる心地よい芳香と優しい余 韻が
特徴です。

長濱蒸溜所のモルト原酒に、海外産のピートモル
ト原酒とノンピートモルト原酒を絶妙にブレンド。
その一部をバーボン樽で追加熟成することで、
スモーキーな風 味 に加えて華 やかなアロマを
まとった、複 雑で飲みごたえある味わいを実現
しました。

ウイスキー

希望小売価格 ￥7,500
容量：700ml 入数：6
弊社コード：513964
JANコード：4573286170430
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希望小売価格 ￥6,000
容量：700ml 入数：6
弊社コード：513852
JANコード：4573286170362

ウイスキー

希望小売価格 ￥6,500
容量：700ml 入数：6
弊社コード：514150
JANコード：4573286170454

ウイスキー

希望小売価格 ￥6,000
容量：700ml 入数：6
弊社コード：514926
JANコード：4573286171604

ジョニードラム
JOH N N Y DRUM

バーボン・ウイスキーの代名詞
バーボン発祥の地、米ケンタッキー州バーボン郡の中心地、バーズタウンで、1870年にジョニー・ド
ラムという人物が原酒をブレンドし、売り歩いたのが始まりです。昔ながらのサワーマッシュ製法を
厳格に守り丹念に作り出されています。リッチな味わいをもちながらも飲み口にスムースさが感じら
れるのが特徴です。

ジョニードラム
ブラック・ラベル

ジョニードラム
プライベート・ストック

JOHNNY DRUM
BLACK LABEL

JOHNNY DRUM
PRIVATE STOCK

アメリカ
度数：43%

アメリカ
度数：50.5%

12年原酒をメインにブレンド。個性的で深みがあ
り、図太い味わいが身上。世界的な酒類コンペティ
ション、サンフランシスコワールドスピリッツ・コンペ
ティションでダブルゴールド受賞！

1870年に誕生したザ･バーボンの代名詞「ジョニー・
ドラム」。このプライベートストックは15年以上熟成
させた原酒をメインに使用し、アルコール度数
50.5％のボリューミーな味わいを造り出しています。
口解けは滑らかで上質で深い香味と長い余韻を愉
しむ事が出来る逸品。

ウイスキー

希望小売価格 ¥2,480
容量：750ml
入数：12
弊社コード：510329
JANコード：0680203020175

ウイスキー

希望小売価格 ¥4,980
容量：750ml
入数：6
弊社コード：510308
JANコード：0680203020571

71

コーヴァル
KOVA L

GRAIN to BOTTLE
原材料の良さだけを、そのままボトリング
2008年にシカゴで創設されたコーヴァル蒸溜所。熟成年数や従来の概念に縛られず、原材料に焦点を当てた独自の製法で
世界中で高く評価され、米国スピリッツ市場を代表するブランドに成長しています。数多くある米国のクラフト蒸溜所の中で、最も
大きな蒸溜所の1社です。使用される原材料は、全て契約農家で有機栽培で作られた遺伝子組み換えを一切行っていない穀物
の実を使用しており、また、製造工程においても糖化・発酵に伴う酵素と酵母、樽に至るまでアメリカ合衆国農水省オーガニック
認定を受けたものだけを採用しています。世界で最も難しい食品既定の1つである「コーシャ」の認定も受けています。

コーヴァル バーボン

コーヴァル ミレット

コーヴァル ライ

KOVAL BOURBON

KOVAL MILLET

KOVAL RYE

KOVAL FOUR GRAIN

アメリカ
度数：47%

アメリカ
度数：40%

アメリカ
度数：40%

アメリカ
度数：47%

製造技術やコスト面から難しいと言われる中で、
世界でKOVALだけがキビ本来の味わいで作る
ことが出来たミレット（キビ）ウイスキー。淡く
透明感のあるデリケートなテクスチャー。クリアで
爽やかなバニラ。甘く繊細な口当たりで、しっとりと
滑らかに広がります。

アメリカ本国でも数少ないライ麦10 0%だけで
造られたウイスキー。原材料の良さを損なうこと
なく、クリアでスパイシーなライ麦本来の味わい
を最大限に活かしたKOVALこだわりの逸品。
フレッシュで爽快。メープルのような甘さがあり
ながらスパイシーです。

独創的な製法と職人たちの高い技術力を
持 つKOVA Lのなかでも重 厚で複 雑な
フレーバーを持ちます。その名の通り4つの
穀物「オーツ麦、大麦麦芽、ライ麦、小麦」
が原材料。リッチな味わい、スパイシーさ
と、スモーク香が感じられます。

伝統的なバーボンの定義の通り、51%以上
コーンを使 用し 残りの4 9 %にはミレット
（キビ）を配合する。柔らかな甘さと微かな
キャラメルの味わい。全米でベストバーボン
にもなったことがあるシカゴ初のバーボン
です。
ウイスキー

ウイスキー

希望小売価格 ￥7,800
容量：750ml
入数：6
弊社コード：512150
JANコード：0850786006013

ウイスキー

希望小売価格 ￥7,800
容量：750ml
入数：6
弊社コード：512152
JANコード：0850786006099

ウイスキー

希望小売価格 ￥7,800
容量：750ml
入数：6
弊社コード：512153
JANコード：0850786006006

希望小売価格 ￥7,800
容量：750ml
入数：6
弊社コード：512151
JANコード：0850786006020

コーヴァル ドライジン

コーヴァル バレルドジン

コーヴァル クランベリージンリキュール

KOVAL DRY GIN

KOVAL BARRELED GIN

KOVAL CRANBERRY GIN LIQUEUR

アメリカ
度数：47%

アメリカ
度数：47%

アメリカ
度数：30%

発売当初から味 わいと独 創的なラベル
デザインが評価され、世界中で受賞歴を
持ち、日本でもクラフトジンを代表する1つ
として知られる。13種類のボタニカルが使用
されているKOVALのドライジンはジュニ
パーとコリアンダー、シナモン、ローズヒップ
の香りが芳醇に感じられます。

ドライジンと同じ製法で造られたのち、ウイ
スキーの熟成で使用したアメリカン・ホワイト
オーク樽で約6カ月以上熟成させ、ボタニ
カルのアロマに樽由来の豊潤さも加わった
樽熟成のジン。ジンファンだけでなくウイ
スキーファンにも飲んでいただきたい1本
です。

オーガニッククランベリーリキュールをドライ
ジンにブレンドしたジンベースのリキュール。
フルーティで酸味があり、ほろ苦い甘さも
広がる。スパークリングワインやソーダを
加えるだけで手軽に魅力的なカクテルを
楽しむことが出来ます。

ジン

希望小売価格 ￥4,800
容量：500ml
入数：6
弊社コード：600380
JANコード：0850786006082
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コーヴァル フォーグレーン

ジン

希望小売価格 ￥5,500
容量：500ml
入数：6
弊社コード：600434
JANコード：0850786006174

リキュール

希望小売価格 ￥3,600
容量：500ml
入数：6
弊社コード：700519
JANコード：0850786006471

オマー
OM A R

瞬く間に世界的評価を獲得した、話題の台湾ウイスキー
2008年蒸留開始。台湾の元国営企業が造る話題のシングルモルト。蒸溜所のある南投市は台湾中
部で唯一の内陸都市。総面積の83％が山や丘に覆われており、山にふる雨は川にそって湖や池に流
れます。蒸溜所の近くにある日月譚は台湾八景に数えられる有名な湖。クリスタルのように輝く湖と
緑の山々に囲まれて南投蒸溜所は世界基準のウイスキーを造っています。

オマー
バーボン・タイプ

オマー
シェリー・タイプ

OMAR
BOURBON TYPE

OMAR
SHERRY TYPE

台湾
度数：46%

台湾
度数：46%

2008年蒸留開始。台湾の元国営企業が造る話題
のシングルモルト。アメリカ産オークのバーボン樽
で熟成。甘いバニラと柑橘系果実の風味が特徴
です。

2008年蒸留開始。台湾の元国営企業が造る話題の
シングルモルト。スペイン産のオロロソシェリー樽
で熟成。完熟したフルーツのような豊かな味わい
です。

ウイスキー

希望小売価格 ¥4,900
容量：700ml
入数：6
弊社コード：512508
JANコード：4711588854232

ウイスキー

希望小売価格 ¥5,900
容量：700ml
入数：6
弊社コード：512507
JANコード：4711588854225
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ティトーズ
TITO'S

全米蒸留酒売上No.1 アメリカの国民的ウォッカブランド
※IRIデータ調べ（2022年12月までの52週間）

「ティトーズ ハンドメイドウォッカ」は、テキサス州オースティンでティト・ビバリッジ氏が趣味で造り
始めたことに端を発します。アメリカ産のトウモロコシを100％使用し、単式の蒸留器で6回蒸留と
いうこだわり。ワインエンスージアストでウォッカ至上最高得点を獲得するなど、プロに認められる
品質により、今では全米の蒸留酒において売上No.1の地位を確立するまでに至りました。

ティトーズ
ハンドメイド ウォッカ
TITO'S
HANDMADE VODKA

アメリカ
度数：40%
100％アメリカ産のトウモロコシを使用。伝統的な単式蒸留
器で6回も蒸留して造られており、完璧なまでにクリーンで
ピュア。口当たりまろやかでほのかな甘みが感じられます。
権威あるワイン雑誌「ワインエンスージアスト」でウォッカと
して初の95点という最高得点を獲得！
ウォッカ

希望小売価格 ¥3,700
容量：750ml
入数：12
弊社コード：600597
JANコード：0619947000020
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ヘルノ ジン
H ER NO GI N

通算5度の世界最高賞を獲得、スウェーデン初のジン蒸溜所
2012年に稼働したスウェーデンで初のジン専門蒸溜所です。世界遺産であるハイコースト内にある
農場を買い取り、全てのボタニカルにオーガニック素材を使用した小麦ベースの豊かでやわらかな
味わいのジンを産み出しています。創業者&蒸留責任者「ジョン ヒルグレン」氏は、World Drinks
Awards社による「Icons Of Gin 2019」では、いまだ世界に3名しかいない「Hall Of Fame（殿堂入
り）」に選出されています。

ヘルノ オールドトム ジン

ヘルノ ネイビーストレングス ジン

HERNO OLD TOM GIN

HERNO NAVY STRENGTH GIN

HERNO LONDON DRY GIN

スウェーデン
度数：43%

スウェーデン
度数：57%

スウェーデン
度数：40.5%

「ヘルノ ロンドンドライ」のレシピにメドウスィート
をさらに加えて蒸留し、加水の後に少量の糖分
を加えています。オールドトムスタイルながらスムー
スかつまろやかで、非常にフローラルな香りと味わ
いがお楽しみいただけます。

「ヘルノ ロンドンドライジン」と同じレシピで、アル
コール度数57%の伝統的なネイビーストレングスで
ボトリングをしました。ロンドンドライとの味わいの
違いは明確で、ジュニパーやコリアンダー、シトラス
のリッチで豊かなボタニカルの風味をお愉しみいた
だけます。

小麦をベースに、厳選した8種のオーガニックボタニ
カルを蒸留したロンドンドライスタイルのジンです。
世界で最も権威ある品評会の一つであるIWSCに
おいて「ワールドベスト ジン＆トニック」に選ばれて
います。

受賞歴

◆ The GIN Master「Taste Master 2016/2020」
◆ World Gin Awards「Worldʼs Best 2017/2018」
◆ 香港インターナショナルワイン&スピリッツ
コンペティション
「トロフィー 2018」
ジン

希望小売価格 ￥4,800
容量：500ml
入数：6
弊社コード：600900
JANコード：7350064520079

ジン

希望小売価格 ￥5,400
容量：500ml
入数：6
弊社コード：600898
JANコード：7350064520031

ヘルノ ロンドンドライ ジン

ジン

希望小売価格 ￥4,800
容量：500ml
入数：6
弊社コード：600897
JANコード：7350064520024
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エンプレス 1908
EM PR ES S 19 0 8

トニックで色が変化する天然素材100%のジン
カナダで最も有名な蒸溜所のひとつである「ヴィクトリア蒸溜所」と、ブリティッシュコロンビア州の首
都ヴィクトリアで1908年創業の老舗「ザ・フェアモント・エンプレス・ホテル」との共同開発により産まれ
たカナディアンジン。鮮やかなインディゴブルーの色合いは、
「バタフライピーの花」から抽出しており、
それを含む計8種類のボタニカルには全て天然素材が使用されています。見た目も鮮やかなインディ
ゴブルーの液体にトニックウォーターを注ぐと、なんともやわらかな紫へと色の変化が楽しめます。

エンプレス 1908 ジン
EMPRESS 1908 GIN

カナダ
度数：42.5%
カナダで有名なヴィクトリア蒸溜所と「ザ・フェアモント・エ
ンプレス・ホテル」によるコラボで産み出されたジン。トニッ
クを注ぐとあら不思議、色合いが変化します。全ての原料は
天然素材。WGA2018カテゴリーウイナー獲得！味わいも本
物のクラフトジンです。
ジン

希望小売価格 ¥4,500
容量：750ml
入数：6
弊社コード：600890
JANコード：0628451773108
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ロイヤル・センテナリオ
ROYA L CEN T ENA R IO

すべてをスコッチ樽で熟成する中米コスタリカ産プレミアム ラム
ロイヤル・センテナリオは中米コスタリカの首都サンホセにあるセンテナリオ・インテルナシオナル社が1985年に製造を
開始したラムです。熟成庫はその熱帯雨林の川辺にあり、
トロピカルな気候の影響を受け、独特の個性あふれるラムを
生み出しています。ロイヤル・センテナリオの一番の特徴は、ラムの熟成にスコッチウイスキーの樽を使用していること
が挙げられます。すべての原酒は「ハイランド」
「ローランド」
「スペイサイド」
「アイラ」という、スコッチウイスキーを代表
する4つの地区でウイスキーを熟成していたホワイトアメリカンオーク樽に詰められ、熟成庫で時を過ごしています。

ロイヤル・センテナリオ 9年
コンメモラティヴォ

ロイヤル・センテナリオ 12年
グランレガド

ROYAL CENTENARIO 9YEARS OLD
CONMEMORATIVO

ROYAL CENTENARIO 12YEARS OLD
GRAN LEGADO

コスタリカ
度数：40％

コスタリカ
度数：40％

スコットランドのスペイサイド地区でウイスキーを熟成していたアメ
リカンホワイトオーク樽で 9 年以 上 熟 成したラム原酒を10 0 %
使用。コンメモラティヴォとは「記念」という意味で、1994年にブラ
ンドの設立9周年を記念して生まれた製品です。ロイヤル・センテナ
リオではセミドライとなるスタイルで、柑橘の華やかな香りと樽由来
のウッディさをお愉しみいただけます。

スコットランドのハイランド地区とローランド地区でウイスキーを熟成
していたアメリカンホワイトオーク樽で12年以上熟成したラム原酒
をそれぞれ50％ずつブレンドしています。グランレガドとは「偉大な
る遺産」という意味で、その華やかな香りと味わいで「ロイヤル・セン
テナリオ」の真髄へと皆様を誘います。ロイヤル・センテナリオでは
やや甘口となるスタイルで、それぞれのラム原酒の影響による、非常
に滑らかな口あたりとハーブのような余韻が特徴です。

ラム

希望小売価格 ￥3,000 容量：700ml
弊社コード：601458
JANコード：7441001111464

ラム

入数：6

希望小売価格 ￥4,000 容量：700ml
弊社コード：601459
JANコード：7441001112478

入数：6

ロイヤル・センテナリオ 20
システマソレラ フンダシオン

ロイヤル・センテナリオ 30
システマソレラ エディシオン・リミターダ

ROYAL CENTENARIO 20
SISTEMA SOLERA FUNDACION

ROYAL CENTENARIO 30
SISTEMA SOLERA EDICION LIMITADA

コスタリカ
度数：40％

コスタリカ
度数：40％

スコットランドのハイランド地区でウイスキーを熟成していたアメリカン
ホワイトオーク樽で熟成したラム原酒を80％、ローランド地区のもので
熟成したラム原酒を20％の割合で使用。6年から20年熟成のラム原酒
をソレラシステムを用いてブレンドしています。フンダシオンとは「設立」
という意味で、2005年にブランドの設立20周年を記念して生まれた製品
です。ロイヤル・センテナリオでは最も甘口の部類となり、ハニーシロップ
のようになめらかで贅沢な味わいをお愉しみいただけます。

スコットランドのハイランド地区、ローランド地区、スペイサイド地区で
ウイスキーを熟成していたアメリカンホワイトオーク樽で熟成したラム原酒を
ほぼ均等に使用。8年から30年熟成のラム原酒をソレラシステムを用いて
ブレンドしています。1981年の初樽詰めを記念して、2011年より製造されて
いる限定エディションです。ロイヤル・センテナリオ最高峰の製品であり、
非常に芳醇でアロマティック。それでいてクリーミーかつ絹のように滑らか
な舌触りを兼ね備えた、究極のラムです。

ラム

希望小売価格 ￥7,000 容量：700ml
弊社コード：600944
JANコード：7441001174186

ラム

入数：6

希望小売価格 ￥15,000 容量：700ml
弊社コード：600945
JANコード：7441001174223

入数：6
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ケーンアイランド
C A N E ISL A N D

ついに動き出したラム業界の「巨人」
ケーンアイランドは2016年にオランダ・アムステルダムに新しく設立されたインフィニティスピリッツ社
によるブランドです。オーナーの「ハインスミット」氏はヨーロッパ最大のラム流通業者E.A.シーア社
のブレンダーでもあり、そのノウハウとコネクションを利用して、最高品質のラムを世界中から買い
付け、驚くほどリーズナブルな価格で提供しています。

ケーンアイランド
キューバ

ケーンアイランド
ジャマイカ

CANE ISLAND
CUBA

CANE ISLAND
JAMAICA

キューバ
度数：40%

ジャマイカ
度数：40%

ほのかな甘み、なめらかな酒質、温かいオレンジの
香り。ボトラーズでは珍しい、優しく柔らかい酒質
の典型的なキューバラム。強く主張しない包容力
は、楽園の南国の味。ノーストレスでするする飲め
ます。

エステリーな香りとカツオブシを思わせる魚介系
の旨み。ジャマイカン・ラムの魅力を存分に体現し
ながらも口当たりは柔らかく甘く、親しみやすい
仕上がりに昇華。加水で酸がでていないのも見事。
ロックでもおすすめです。
ラム

ラム

希望小売価格 ￥4,200
容量：700ml 入数：6
弊社コード：601243
JANコード：8712983052670

希望小売価格 ￥4,200
容量：700ml 入数：6
弊社コード：601244
JANコード：8712983052687

ケーンアイランド
オーストラリア 4年

ケーンアイランド
バルバドス 8年

ケーンアイランド
ニカラグア 12年

CANE ISLAND
AUSTRALIA

CANE ISLAND
BARBADOS

CANE ISLAND
NICARAGUA

オーストラリア
度数：43%

バルバドス
度数：43%

ニカラグア
度数：43%

ボトラーからのリリースは極めて珍しい、オースト
ラリア産ラム。マスカットやバレンシアオレンジを
思わせる爽やかで高貴な香り。口内で中甘口、
余韻はミネラル豊か。シリーズでも特におすすめの
1本です。

ナッティーな辛口バーボンバレルの香り。人気の
フォースクエアでこの価格は驚き。バルバドスの
お手本のような、バランス良い収斂感ある味わい
で飲みやすい。ややオイリーな余韻を感じます。

カカオニブの甘くナッティーな香り。口内では
ビター。甘みを加えない、スペイン系ラムの素材の
味わい。やや粗めのテクスチャーはエキゾチックな
現地の気候を感じさせます。

ラム

希望小売価格 ￥4,800
容量：700ml 入数：6
弊社コード：601242
JANコード：8719322640390
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ラム

希望小売価格 ￥5,200
容量：700ml 入数：6
弊社コード：601240
JANコード：8712983527246

ラム

希望小売価格 ￥5,500
容量：700ml 入数：6
弊社コード：601239
JANコード：8719322640321

ラフォン
L A F FON

本物を知るバーテンダーに選ばれる、
老舗のフランス製リキュール
ラフォンは最高のテロワールで育った、香味に優れた品種の厳選果実とボタニカルで造られます。
その製造工程はユニークで、天然果実は、固有の回転式の大桶にて光と空気から守られながら
高品質のアルコールにゆっくりと浸漬されます。このプロセスは果実の新鮮さと香味をエキスに抽出
することを可能にし、これがラフォンに特有の優れたアロマを与えます。

ラフォン
クレーム・ド・
カシス

ラフォン
ライチ

ラフォン
マンゴー

ラフォン
クレーム・ド・
ペシェ

ラフォン
クレーム・ド・
フランボワーズ

LAFFON
CREME DE
CASSIS

LAFFON
LITCHI

LAFFON
MANGO

フランス
度数：15%

フランス
度数：15%

フランス
度数：18%

LAFFON
CREME DE
PECHE

LAFFON
CREME DE
FRAMBOISE

厳 選した 果 実 の エキスを
ゆっくりと丁寧に抽出した、
芳醇で奥深い味わい。

繊 細な香りとみずみずしく
上品な味わいが特徴です。

マンゴーの柔らかな甘さと
爽 や か な 香りが人 気 のリ
キュール。

完熟ピーチの豊かな香りと、
自然で優しい甘さが人気の
リキュール。

甘酸っぱい香りがカクテル
の幅を広げてくれます。

リキュール

リキュール

リキュール

フランス
度数：15%

リキュール

フランス
度数：15%

リキュール

希望小売価格 ¥1,300
容量：700ml
入数：12
弊社コード：700122
JANコード：3376370091779

希望小売価格 ¥1,300
容量：700ml
入数：12
弊社コード：700123
JANコード：3376370091809

希望小売価格 ¥1,300
容量：700ml
入数：12
弊社コード：700124
JANコード：3376370091830

希望小売価格 ¥1,300
容量：700ml
入数：12
弊社コード：700126
JANコード：3376370092226

希望小売価格 ¥1,300
容量：700ml
入数：12
弊社コード：700131
JANコード：3376370092981

ラフォン
クレーム・ド・
ブルーベリー

ラフォン
クレーム・ド・
バナナ

ラフォン
ブルーキュラソー

ラフォン
クレーム・ド・
フレーズ

ラフォン
ピンクグレープフルーツ

LAFFON
CREME DE
BLUEBERRY

LAFFON
CREME DE
BANANE

LAFFON
BLUE CURACAO

LAFFON
PINK GRAPEFRUIT

フランス
度数：15%

フランス
度数：15%

LAFFON
CREME DE
FRAISE

鮮やかな色あいと香り、ブ
ルーベリーならではのやさし
い甘さが特徴のリキュール。

完熟イエローバナナの甘い
香りが魅惑的なリキュール。

オレンジの果皮のみを浸漬
して味付け、クリアで 鮮や
か なブル ー を 表 現 するリ
キュール。

フランス
度数：15%

リキュール

希望小売価格 ¥1,300
容量：700ml
入数：12
弊社コード：700132
JANコード：3376370092974

リキュール

希望小売価格 ¥1,300
容量：700ml
入数：12
弊社コード：700135
JANコード：3376370097917

リキュール

希望小売価格 ¥1,300
容量：700ml
入数：12
弊社コード：700136
JANコード：3376370094206

フランス
度数：15%

フランス
度数：15%

ストロベリーの可愛らしい香
女性に人気のピンクグレー
りと甘さが人気のリキュール。 プフルーツリキュールが新
登場！！甘みと酸味のバラン
スがよく、ソーダ割りなどで
爽やかな味わいをお楽しみ
いただけます。
リキュール

希望小売価格 ¥1,300
容量：700ml
入数：12
弊社コード：700163
JANコード：3376370105452

リキュール

希望小売価格 ¥1,300
容量：700ml
入数：12
弊社コード：700680
JANコード：3376370123432
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スリングショット
SL I NG SHOTS

口の中で2種類のリキュールがMIX！
新感覚パーティー用スターター！
オーストラリアで生まれた、海外で大人気の一口ショット「スリングショット」。２種類のリキュール
が口の中で混ざるスタイリッシュなショット飲みは、パーティーやクラブ、バーで盛り上がること間違
いなし！計7種類のフレーバーは見た目もカラフルで可愛いので、女性にも大人気です。

スリングショット
ピンクピーチ

スリングショット
エックス・オン・ザ・ビーチ

スリングショット
カミカゼ

SLING SHOTS
PINK'N PEACHY

SLING SHOTS
X ON THE BEACH

SLING SHOTS
KAMIKAZE

オーストラリア
度数：16%

オーストラリア
度数：16%

オーストラリア
度数：16%

ピーチ＆クランベリー。
キュートでかわいいハピネステイスト！

ラズベリー＆パイナップル。
燃え上がるように甘酸っぱくトロピカル！

オレンジ＆ライム。
甘みを切り裂くするどいキレ味！

リキュール

リキュール

希望小売価格 ¥700
容量：30ml×3
入数：24
弊社コード：700481
JANコード：9351651000064

リキュール

希望小売価格 ¥700
容量：30ml×3
入数：24
弊社コード：700477
JANコード：9351651000293

希望小売価格 ¥700
容量：30ml×3
入数：24
弊社コード：700480
JANコード：9351651000057

◆ ジンボタニカルシリーズ

スリングショット
シー・セニョール

スリングショット
ジャガーノート

スリングショット ジン
ウォーターメロン＆キューカンバー

スリングショット ジン
レモン ブルーベリー&ミント

SLING SHOTS
SI SENOR

SLING SHOTS
JUGGERNAUT

SLING SHOTS GIN
WATERMELON & CUCUMBER

SLING SHOTS GIN
LEMON BLUEBERRY & MINT

オーストラリア
度数：16%

オーストラリア
度数：16%

オーストラリア
度数：20%

オーストラリア
度数：20%

アガベ＆ライム。
ビバ！情熱のメキシカン！

エナジーフレーバー＆ハーブ。
元気いっぱい！気分スッキリ！

甘く瑞々しい「スイカ」
と、
ヨーロッパでは香水
のトップノートによく用いられる
「きゅうり」の組
み合わせ。緑香るハーバルな味わいです。

甘酸っぱいブルーベリーとレモン、
そこにミン
トのクールな香りが加わった、爽やかでリフ
レッシュする味わいです。

リキュール

希望小売価格 ¥700
容量：30ml×3
入数：24
弊社コード：700478
JANコード：9351651000071
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リキュール

希望小売価格 ¥700
容量：30ml×3
入数：24
弊社コード：700476
JANコード：9351651000040

リキュール

希望小売価格 ¥800
容量：30ml×3
入数：24
弊社コード：700582
JANコード：9351651001696

リキュール

希望小売価格 ¥800
容量：30ml×3
入数：24
弊社コード：700583
JANコード：9351651001702

スマショット
SM A SHOTS

北欧発！甘酸っぱい新感覚ショットリキュール！
デンマークより日本初上陸！人気上昇中♪ スリングショットに続く第2弾！キンキンに冷やしてショット
感覚でそのまま飲める。ショットバー、クラブはもちろん、イベントやフェスでも今や欠かせない
アイテムです。スピリッツのショットと比べアルコール度数も16.4度とライトテイストなのでお酒の
弱い方や女性の方にも飲みやすいお酒です。

スマショット
サワーメロン

スマショット
サワーコーラ

スマショット
ジャングルフルーツ

SMA SHOTS
SOUR MELON

SMA SHOTS
SOUR COLA

SMA SHOTS
JUNGLE FRUITS

デンマーク
度数：16.4%

デンマーク
度数：16.4%

デンマーク
度数：16.4%

スイカ風味の甘酸っぱい北欧産ショットリキュール。
蓋を開けてそのまま一気に口の中に流し込みます。
パーティーの乾杯に、締めの一杯に。甘味と酸味が
絶妙に混ざり合う新感覚のショットリキュール
です。

コーラ風味の甘酸っぱい北欧産ショットリキュール。
蓋を開けてそのまま一気に口の中に流し込みます。
パーティーの乾杯に、締めの一杯に。甘味と酸味が
絶妙に混ざり合う新感覚のショットリキュール
です。

様々なフルーツのフレーバーをミックスした北欧産
ショットリキュール。蓋を開けてそのまま一気に口の
中に流し込みます。パーティーの乾杯に、締めの
一杯に。甘味と酸味が絶妙に混ざり合う新感覚の
ショットリキュールです。

リキュール

希望小売価格 ￥250
容量：20ml
入数：120
弊社コード：700588
JANコード：4580404829248

リキュール

希望小売価格 ￥250
容量：20ml
入数：120
弊社コード：700589
JANコード：4580404829217

リキュール

希望小売価格 ￥250
容量：20ml
入数：120
弊社コード：700624
JANコード：4570045906804
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タルフレーバー
TA RU F L AVOR

国内唯一の独立 洋樽製作所 有明産業謹製
自分で気軽にウッドフィニッシュ！
タルフレーバーは、スティーブに使われる良質な木材をそのまま使用し、実際のチャーリングを忠実
に再現する事で、洋樽の内面の焼き、香り、熟成による抽出を手軽に楽しんで頂けるフレーバリース
ティックです。

タルフレーバー
アメリカン・ホワイト・オーク

タルフレーバー
やまざくら

TARU FLAVOR
AMERICAN WHITE OAK

TARU FLAVOR
YAMAZAKURA

日本

日本

バーボン樽やシェリー樽などとして世界で最も使
用されているのがこの「アメリカンホワイトオーク」
です。強めのチャーリングを施すことでバニラやコ
コナッツのようなフレーバーを生み出します。

「やまざくら」はオークにはないバラ科特有の甘い
香気成分を含みます。それは桜餅に使われるオオ
シマザクラの塩漬けにされた葉の香りのように控
えめで和を感じるフレーバーを醸し出します。

その他

その他

希望小売価格 ¥680
入数：12
弊社コード：993014
JANコード：4580509200010

希望小売価格 ¥880
入数：12
弊社コード：993012
JANコード：4580509200034

タルフレーバー
ミズナラ

タルフレーバー
くり

TARU FLAVOR
MIZUNARA

TARU FLAVOR
CHESTNUT

日本

日本

ジャパニーズウィスキーの世界的評価でそのポテ
ンシャルが認識されたジャパニーズオーク「ミズナ
ラ」は、長期熟成により伽羅や白檀などの香木の
ような芳香をもたらし、含有するバニリンとタンニ
ンのバランスが良くまとまりのある上品な仕上りが
期待出来ます。

「くり（チェスナッツ）」は、ヨーロッパでは古くか
らポートワインやシェリーなどの輸送に使用されて
いました。スパニッシュオークなどと比較しタンニ
ン分が少なく、熟成が進むにつれて特有のほくほ
くとした甘みをお愉しみいただけます。

その他

その他

希望小売価格 ¥880
入数：12
弊社コード：993045
JANコード：4580509200164

希望小売価格 ¥880
入数：12
弊社コード：993013
JANコード：4580509200027

スティックを瓶の中に
入れるだけ！
簡単に熟成感を楽しめます！
※写真はニューメイク（原酒）に漬けたイメージです。
実際の変化度合とは異なる場合がございます。
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1日目▶

1週間後▶

1カ月後▶

輸入食品

I M PORT ED FOODS

世界各国の様々な食品を厳選！！
高品質でコストパフォーマンス抜群の食品を世界各国から厳選。お酒と一緒にお愉しみいただける
おつまみから冬季限定のチョコレートまで数多く取り揃えております。

オールグリーン
コルニッション
ピクルス

オールグリーン
ザワークラウト

オールグリーン
ホワイトアスパラガス

バンガ
スモークオイル
サーディン

バンガ
スモークオイル
サーディンチリ

ALL GREEN
CORNICHON
PICKLES

ALL GREEN
SAUERKRAUT

ALL GREEN
WHITE
ASPARAGUS

BANGA
SMOKED OIL
SARDINES

BANGA
SMOKED OIL
SARDINES CHILI

産地：インド

産地：ポーランド

産地：ペルー

産地：ラトビア

産地：ラトビア

化学調味料不使用。収穫から
瓶詰まで2 4時間以内に行う
ためパリパリの食感をお楽しみ
いただけます。日本人向けに
酢の量を抑えたマイルドな味
わいのピクルスです。

ザワークラウトは、ドイツを中心
に食べられているキャベツの
漬物です。定番のホットドッグ
はもちろん 、ソー セ ージや
ステーキなどの付け合せにも
最適です。

ホワイトアスパラはヨーロッパ
各国の料理には欠かせない
人気高級食材です。長さ18cm
程のボリューム感たっぷりサイ
ズを水煮にしました。

ラトビアのリガ港で水揚げさ
れた鮮度の良いサーディンを
使 用しています。香 ばしい
燻製香はウイスキーやビールなど
お酒のお供にぴったりです。

ラトビアのリガ 港で 水 揚 げ
された鮮度の良いサーディン
を使用しています。唐辛子を
1本漬け込んだチリ味はお酒
が進むこと間違いないです。

輸入食品

輸入食品

希望小売価格 ￥358
容量：700g
入数：12
弊社コード：926936
JANコード：4580404822041

輸入食品

希望小売価格 ￥358
容量：660g
入数：12
弊社コード：926996
JANコード：4580404829491

輸入食品

希望小売価格 ￥550
容量：345g
入数：12
弊社コード：901598
JANコード：4580404820948

輸入食品

希望小売価格 ￥570
容量：270g
入数：24
弊社コード：926465
JANコード：4751017401743

希望小売価格 ￥570
容量：270g
入数：24
弊社コード：927312
JANコード：4751017402566

ケリーパリトス
グリッシーニ
チーズ

ケリーパリトス
グリッシーニ
オリーブオイル

ケリーパリトス
グリッシーニ
地中海風

マッキーズ
シーソルト

マッキーズ
シーソルト＆
ビネガー

マッキーズ
ハギス＆
ブラックペッパー

QUELY PALITOS
GRISSINI
CHEESE

QUELY PALITOS
GRISSINI
OLIVE OIL

QUELY PALITOS
GRISSINI
MEDITERRANEAN

MACKIE'S
SEA SALT

MACKIE'S
SEA SALT＆
VINEGAR

MACKIE'S
HAGGIS＆
BLACK PEPPER

産地：スペイン

産地：スペイン

産地：スペイン

産地：スコットランド

産地：スコットランド

産地：スコットランド

いつでも気軽に楽しめる食べ
きりサイズのスペイン産グリッ
シーニです。濃いめのチーズ味
が濃厚で、硬すぎず食べやす
いです。

いつでも気軽に楽しめる食べ
きりサイズのスペイン産グリッ
シーニです。オリーブオイルの
風 味 が ふ わっと香ります。
生ハムとの相性も抜群です。

いつでも気軽に楽しめる食べ
きりサイズのスペイン産グリッ
シーニで す。地中 海 料理を
食べているような様々な美味
しさが広がります。

スコットランドのじゃがいも
農家が作った大人が楽しめ
る贅沢ポテトチップス。皮付
きのまま厚くカット、オレイン
酸を多く含むひまわり油を使
用しており、ポテト本来の自
然な味を引き立てます。

スコットランドのじゃがいも
農家が作った大人が楽しめ
る贅沢ポテトチップス。皮付き
のまま厚くカット、オレイン酸
を多く含むひまわり油を使用
しており、上品で、さっぱりと
した味わいです。

スコットランドのじゃがいも農家
が 作った大人が楽しめる贅沢
ポテトチップス。皮付きのまま厚く
カット、オレイン酸を多く含む
ひまわり油を使用しており、羊の
内臓を使ったスコットランド伝統
料理ハギスを再現しました。

輸入食品

希望小売価格 ￥128
容量：50g
入数：22
弊社コード：927282
JANコード：8411145202419

輸入食品

希望小売価格 ￥128
容量：50g
入数：22
弊社コード：927280
JANコード：8411145202525

輸入食品

希望小売価格 ￥128
容量：50g
入数：22
弊社コード：927283
JANコード：8411145202563

輸入食品

希望小売価格 ￥498
容量：150g
入数：12
弊社コード：926708
JANコード：5012262010180

輸入食品

希望小売価格 ￥498
容量：150g
入数：12
弊社コード：926709
JANコード：5012262010197

輸入食品

希望小売価格 ￥498
容量：150g
入数：12
弊社コード：926710
JANコード：5012262010210
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〈 冬 季 限 定 〉

ザイニ
ボエリ
チェリーチョコ

ザイニ
ブルームーン

ザイニ
ジャンドゥイオット
クラシック

ザイニ
ジャンドゥイオット
ダーク

ZAINI
BOERI
CHERRY CHOCOLATE

ZAINI
BLUE MOON

ZAINI
GIANDUIOTTO
CLASSIC

ZAINI
GIANDUIOTTO
DARK

産地：イタリア

産地：イタリア

産地：イタリア

産地：イタリア

ビター チョコの 中にリキュール 漬 けの
甘酸っぱいチェリーが贅沢にも丸ごと一粒
入っています。豊かなフレーバーと共に広がる
苦味、酸味、甘味のバランスが絶妙です。

ヘーゼルナッツを丸ごと1粒と、クラッシュ
したヘーゼルナッツを上品な甘さのミルク
チョコレートでコーティング。カリッとした
心地良い歯ざわりとナッツの香ばしさが
マッチしています。

ジャンドゥイオットは、ヘーゼルナッツペースト
を練り込んだ、イタリアトリノの伝統的な
チョコレートです。濃厚で滑らかな味わい
です。

ジャンドゥイオットは、ヘーゼルナッツペースト
を練り込んだ、イタリアトリノの伝統的な
チョコレートです。ほろ苦い大人の味わい
です。

輸入食品

輸入食品

希望小売価格 ￥450
容量：150g
入数：24
弊社コード：925911
JANコード：8004735093735

輸入食品

希望小売価格 ￥550
容量：160g
入数：18
弊社コード：950054
JANコード：8004735108002

希望小売価格 ￥550
容量：160g
入数：18
弊社コード：950055
JANコード：8004735108026

ザイニ
エッグチョコ
ダーク

ザイニ
エッグチョコ
ルビー

ザイニ
アソート チョコ

ZAINI
EGG CHOCOLATE
DARK

ZAINI
EGG CHOCOLATE
RUBY

ZAINI
ASSORTED CHOCOLATE

産地：イタリア

産地：イタリア

産地：イタリア

ザイニ社の人気商品である卵の形をした
可愛いひとくちチョコレート。カカオ含有率
70％のリッチでほろ苦い大人な味わいを
お楽しみいただけます。

優しい甘さのミルククリームを、希少な
ルビーカカオを使用したチョコレートで包み
込んだ、甘酸っぱく爽やかでフルーティな
口当たりのチョコレートです。

トゥシェ、
ブルームーン、
ジャンドゥイオッティ、
ク
レミノ ノッチョーラ、
クレミノ ノワール、
ファン
タシア アマレット、
ファンタシア カフェの７種
のチョコレートのアソートパックです。

輸入食品

希望小売価格 ￥550
容量：155g
入数：18
弊社コード：950098
JANコード：8004735100891
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輸入食品

希望小売価格 ￥450
容量：150g
入数：24
弊社コード：906503
JANコード：8004735065107

輸入食品

希望小売価格 ￥550
容量：128g
入数：18
弊社コード：950099
JANコード：8004735100969

輸入食品

希望小売価格：￥1,080
容量：500g
入数：12
弊社コード：926294
JANコード：8004735064353

〒110-0005
東京都台東区上野6-16-17 朝日生命上野昭和通ビル1階
www.toko-t.co.jp
TEL 03-3833-3541 / FAX 03-3832-6930

掲載内容は、2022年12月現在のものです。
写真のヴィンテージは実際と異なる場合がございます。
商品の外装（ラベル、ボトル、キャップシール等）については、
変更となる場合があります。
入荷数量に限りのある商品もございます。品切れの場合はご了承ください。
※未成年者の飲酒は、法律で禁じられています。
※妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与える恐れがあります。

