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商品リスト

【価格表】

PRODUCTS



価格表有効期限：2021年11月末日まで

配送ロット：【本州、九州、四国】1ケース以上で送料無料　【北海道】混載5ケース以上で送料無料（洋酒、ビール、食品との混載不可）。ロット未満の場合は1個口あたり480円の送料を頂戴します。

【沖縄本土】1個口あたり2,400円の送料を頂戴します。離島（沖縄以外も含む）への送料は別途お問い合わせください。

※バラでのご注文の場合は1個口あたり800円の送料兼手数料を頂戴します（洋酒、ビール、食品との混載不可）。※クール便をご希望の場合は別途１個口あたり500円のクール代を頂戴します。

受注〆時間：弊社営業日の10時30分です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＜シャンパーニュ＞ ※表示価格はすべて税抜です。

商品画像 弊社 コード JAN 商品名 タイプ 入数 容量
希望小売

価格
御注文
CS数

備考

428889 3446281100034 パルメ　ブリュット・レゼルヴ 泡・白 6 750 ¥6,900 世界No.1のシャンパーニュNV
ブリュット！

CM モンターニュ・ド・ランス

428891 3446281100041 パルメ　ブリュット・レゼルヴ　マグナム 泡・白 3 1,500 ¥15,000 世界No.1のシャンパーニュNV
ブリュット！

CM モンターニュ・ド・ランス

428893 3446281400035 パルメ　ロゼ・ソレラ 泡・ロゼ 6 750 ¥8,900 ソレラで熟成したピノ・ノワー
ル使用のロゼ！

CM モンターニュ・ド・ランス

428895 3446281300038 パルメ　ブラン・ド・ブラン 泡・白 6 750 ¥10,500 モンターニュ・ド・ランスのシャ
ルドネ100％

CM モンターニュ・ド・ランス

428897 3446284080036 パルメ　ヴィンテージ 泡・白 6 750 ¥12,000 長期熟成タイプのヴィンテー
ジシャンパーニュ！

CM モンターニュ・ド・ランス

428898 3446281500032 パルメ　アマゾーヌ・ド・パルメ 泡・白 6 750 ¥25,000 長期熟成された特別な一本

CM モンターニュ・ド・ランス

423374 3760236510007 エンクリ　ブリュット　グラン・クリュ 白泡 6 750 ¥10,000 クリュッグとサロンの間の畑！
イタリア人が造るＲＭ

RM ル・メニル・シュール・オジェ

423375 3760236510069 エンクリ　ドサージュ・ゼロ　グラン・クリュ 白泡 6 750 ¥11,000 クリュッグとサロンの間の畑！
イタリア人が造るＲＭ

RM ル・メニル・シュール・オジェ

429324 3760236510199 エンクリ　ミレジム　グラン・クリュ　2014 白泡 6 750 ¥20,000 完売
クリュッグとサロンの間の畑！
イタリア人が造るＲＭ

RM ル・メニル・シュール・オジェ

423497 8032836991575 ディアデマ　シャンパーニュ　ドサージュ・ゼロ 白泡 6 750 ¥16,800 45粒ものスワロフスキーが
目を奪う

NM コート・デ・ブラン

425729 3232031001245 サン・ガール セレクション ブリュット 白泡 6 750 ¥7,500 グランクリュ、プルミエクリュの
ブドウを贅沢に使用！

CM コート・デ・ブラン

425730 3232030100307 サン・ガール ロゼ プルミエ クリュ ブリュット ロゼ泡 6 750 ¥8,500 グランクリュ、プルミエクリュの
ブドウを贅沢に使用！

CM コート・デ・ブラン

425740 3232030100857 サン・ガール ブラン ド ブラン エクストラブリュット グランクリュ 白泡 6 750 ¥9,600 グランクリュ、プルミエクリュの
ブドウを贅沢に使用！

CM コート・デ・ブラン

425742 3232030100789 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 2004 白泡 6 750 ¥23,100 メゾン最高峰の2004年！デカ

ンター2019で97点獲得！

CM コート・デ・ブラン

425640 4580404826926 ドミニク・マサン　キュヴェ・スペシャル　ブリュット　ＮＶ 白泡 12 750 ¥6,700 ピノ・ノワール100％の
ブランドノワール

NM コート・デ・バール

425641 4580404826933 ドミニク・マサン キュヴェ レゼルヴ ブリュット NV 白泡 12 750 ¥7,800 3:1の黄金比が生み出す調和
とエレガンス

NM コート・デ・バール

425642 4580404826940 ドミニク・マサン キュヴェ プレステージ ブリュット NV 白泡 12 750 ¥9,000 深みと熟成間を楽しめるプレ
ステージ・シャンパーニュ

NM コート・デ・バール

425643 4580404826957 ドミニク・マサン キュヴェ ミレジム 2005 エクストラブリュット 白泡 12 750 ¥13,500 シャンパーニュらしさを体現し
た10年熟成キュヴェ

NM コート・デ・バール

425644 4580404826964 ドミニク・マサン キュヴェ ロンヴィ　T.2011 ブリュット 白泡 12 750 ¥17,000 現当主TRISTAN氏の望む姿
がここに！

NM コート・デ・バール

421577 3455720750495 アレクサンドル・ボネ　グランレゼルヴ 白泡 6 750 ¥5,500 黒葡萄と白葡萄の
華麗なる均衡

NM コート・デ・バール

421295 3333950380036 シャルル・ヴェルシ　キュヴェ・ド・レセルヴ　ブリュット 白泡 12 750 ¥2,980 世界最優秀ソムリエが絶賛し
たアンリ・ブランが手掛ける！

CM ヴァレ・ド・ラ・マルヌ

427734 3760172047162 デジャンシエール　ブリュット　ヌフ 白泡 6 750 ¥5,100 60ヵ月熟成のブランドノワー
ル！ドサージュ9g/l

NM ヴァレ・ド・ラ・マルヌ

425745 3760172040057 デジャンシエール　ブリュット 白泡 6 750 ¥5,200 60ヵ月熟成のブランドノワー
ル！ドサージュ11g/l

NM ヴァレ・ド・ラ・マルヌ

427733 3760172047155 デジャンシエール　エクストラ・ブリュット 白泡 6 750 ¥5,200 60ヵ月熟成のブランドノワー
ル！ドサージュ6g/lの辛口

NM ヴァレ・ド・ラ・マルヌ

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
TEL:03-3833-3541
FAX:03-3832-6930

7人のRM生産者が一つのブランドを創り上げる為に1947年に造られたメゾン。このキュヴェは、シャンパーニュ＆スパークリング世界選手権2020のノンヴィンテージ・ブリュット
部門で世界一を獲得！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主体で、30-35％使用されるリザーヴワインが、凝縮感と熟成感をもたらす。

明るい琥珀色を伴った鮮やかな黄金色。梨やプラムの白果実のフルーツのアロマが香ります。フルボディのアタックにフレッシュでフランクなスタイルの味わいです。一部マロラ
クティック発酵を行い、タンクで熟成することでアロマの複雑さを増すようにします。12度で保たれたセラーで5年間澱と共に熟成。ドサージュは6gr/L。

7人のRM生産者が一つのブランドを創り上げる為に1947年に造られたメゾン。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・ノワールが加わっています。数十年にわたるメゾンの歴史的な知識・経験・技術を反映したキュヴェです。熟成：36ヶ月　ドサージュ：7.5g/l

7人のRM生産者が一つのブランドを創り上げる為に1947年に造られたメゾン。主に、モンターニュ・ド・ランス地区のプルミエ・クリュの素晴らしいテロワールで育つシャルドネを
使用し、コート・デ・ブラン地区のコート・ド・セザンヌの繊細でフルーティーなシャルドネと絶妙なハーモニーを奏でます。熟成：60ヶ月　ドサージュ：7g/l

7人のRM生産者が一つのブランドを創り上げる為に1947年に造られたメゾン。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、そしてスパイスの香りが
特徴です。ヘーゼルナッツ、砂糖漬けオレンジ入りのパネトーネの香りが口の中に広がります。充実した味わいと優れたバランスが特徴です。熟成：8年　ドサージュ：3g/l

7人のRM生産者が一つのブランドを創り上げる為に1947年に造られたメゾン。アマゾーヌ・ド・パルメはリザーヴワインの驚くべき可能性に敬意を払い、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100％リザーブワインで造られる、希少なキュヴェです。熟成：10-15年　ドサージュ：7g/l

琥珀色が縁に輝く鮮やかな黄金色。フルボディのアタックが感じられ、フレッシュで素直なスタイル。洗練された長く続く泡が楽しめる。梨やプラムといった果肉の白い果実の香
り。一部マロラクティック発酵を行い、複雑さをもたらすためタンクで熟成。60ヶ月瓶内熟成、ドサージュ11g/l

イタリア人のエンリコとナディアが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」のクリュッグとサロンの間の畑から収
穫された上質なシャルドネのみ使用。最低36か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。ミネラル感も豊か。

輝くような黄金色が美しく、繊細で最後まで長く続く泡。フレッシュな果実の繊細な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。長い余韻は最後ま
で果実味が楽しむことができる。

淡いサーモン色で、チェリーとワイルドストロベリーのアロマ。華やかかつフレッシュな果実味が広がり、クリーミーで心地良い余韻が続きます。

ピュアでフレッシュ、レモンと際立ったチョークのようなフレーバーがあり、エレガントで洗練されピュアで活力のあるブラン・ド・ブラン。

ピノ・ノワールは2008年度産、シャルドネは2009年度で樽熟成を行ったものをアッサンブラージュ。口に含んだ時の立体感は圧倒的で、口の中が薄いシャンパーニュで覆われ
たような充実感に酔いしれます。ピノ・ノワール80%、シャルドネ20%、7-9 g/L、瓶内熟成5年以上

イタリア人のエンリコとナディアが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」のクリュッグとサロンの間の畑から収
穫された上質なシャルドネのみ使用。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。豊かな果実香とミネラル感、クリーミーさを感じる最上級キュヴェ。

コート・ド・ブランの最良区画のシャルドネを使用。熟した桃やアプリコット、スパイスにローストしたヘーゼルナッツが香ばしく香る。マロラクティック発酵をさせないことにより生ま
れる際立った美しいキレのある酸、程よい熟成感が完璧です。デカンター2019で97点＜ベスト・イン・ショー＞受賞。熟成期間：10年以上　ドサージュ：7g/l

イタリア人のエンリコとナディアが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」のクリュッグとサロンの間の畑から収
穫された上質なシャルドネのみ使用。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。

白い花や白い果実の清涼感のある香りに、密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！
ピノ・ノワール 75%、シャルドネ 25%、ドサージュ 9g/L、瓶内熟成36ヵ月以上

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。シャルドネ 75%、ピノ・ノワール 20%、ピノ・ムニエ 5%、ドサージュ 7-9 g/L、瓶内熟成5年以上

シャンパーニュ地方のコート・デ・バールでビオディナミで育てたブドウで造られる。「ドサージュ・ゼロ（無加糖）」はブドウ栽培への自信の表れ。シトラス系の香りにバニラやキャ
ラメル、アーモンドのヒント。フレッシュさと複雑さを兼ね備えた味わい。45粒ものスワロフスキーが目を奪う。

ブルゴーニュにほど近い南シャンパーニュのリセー村に居を構えるメゾン。リザーヴワインを贅沢にも４０％も使用。まったりとしたはちみつのような香りに程よいイースト香。甘
みと酸味の絶妙なバランス。ピノノワール80％、シャルドネ20％。ドサージュ9g。

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ベ。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。シャルドネ 50%、ピノ・ノワール 50%、ドサージュ 5 g/L、瓶内熟成10年間

ヴァレ・ド・ラ・マルヌの実力派メゾン「アンリ・ブラン」が手掛ける。ブドウの平均樹齢は30年～40年。ピノ・ムニエ80％、シャルドネ20％。リザーヴワイン30％使用。澱と共に最低
24か月の熟成。ドサージュは9ｇ/Ｌ。洋梨やリンゴのような香りに円やかでリッチなアフター。爽やかでエレガントな味わい。

ワイン

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%のブランドノワール。ドサージュ 9g/L、瓶内熟成36ヵ月以上

7人のRM生産者が一つのブランドを創り上げる為に1947年に造られたメゾン。このキュヴェは、シャンパーニュ＆スパークリング世界選手権2020のノンヴィンテージ・ブリュット
部門で世界一を獲得！ブドウはプルミエクリュとグランクリュ主体で、30-35％使用されるリザーヴワインが、凝縮感と熟成感をもたらす。熟成：48ヶ月　ドサージュ：8g/L。

明るい琥珀色を伴った鮮やかな黄金色。梨やプラムの白果実のフルーツのアロマが香ります。フルボディのアタックにフレッシュでフランクなスタイルの味わいです。ドサージュ
により口あたりがまろやかになり、全体がバランスよくまとまっています。60ヶ月瓶内熟成、ドサージュ9g/l



商品画像 弊社 コード JAN 商品名 タイプ 入数 容量
希望小売

価格
御注文
CS数

備考

425743 3760172046141 デジャンシエール　ゼロ・ドサージュ 白泡 6 750 ¥5,300 ドサージュゼロのブランドノ
ワール！

NM ヴァレ・ド・ラ・マルヌ

427737 3760172047148 ウィルアンジェール　ブリュット 白泡 6 750 ¥5,000 48ヵ月熟成のブラン・ド・ノ
ワール！

NM ヴァレ・ド・ラ・マルヌ

427740 3760172047209 ウィル・アンジェール　エクストラ・ブリュット 白泡 6 750 ¥5,200 48ヵ月熟成のブラン・ド・ノ
ワール！

NM ヴァレ・ド・ラ・マルヌ

424207 3700809200027 Ａ．ベルジェール　キュヴェ・フルール 白泡 6 750 ¥12,800 花柄ボトルの特別キュヴェ

NM ヴァレ・ド・ラ・マルヌ

424431 4580404826407 Ａ．ベルジェール　キュヴェ・フルール　ロゼ ロゼ泡 6 750 ¥14,800 花柄ボトルの特別キュヴェ

NM ヴァレ・ド・ラ・マルヌ

428386 4570045905791 Ａ．ベルジェール　キュヴェ・フルール　ブラン・ド・ブラン 白泡 6 750 ¥15,000 花柄ボトルの特別キュヴェ

NM ヴァレ・ド・ラ・マルヌ

424342 3760223090079 コラール ピカール　プレステージ ブリュット 白泡 6 750 ¥8,000 卓越した樽使い！

RM ヴァレ・ド・ラ・マルヌ

424343 3760223090093 コラール ピカール　ドンピカール グランクリュ ブラン ド ブラン 白泡 6 750 ¥11,000 卓越した樽使い！

RM ヴァレ・ド・ラ・マルヌ

424344 3760223090529 コラール ピカール　エッセンシャル10 ブリュット ゼロ 白泡 6 750 ¥16,000 卓越した樽使い！

RM ヴァレ・ド・ラ・マルヌ

427739 3760172047186 シャルル・ティベール　ブリュットブラン・ド・ノワール 白泡 6 750 ¥5,000 60ヵ月熟成のブランドノワー
ル！

NM ヴァレ・ド・ラ・マルヌ

427736 3760172047131 シャルル・ティベール　ブリュットグラン・クリュ　マイィ 白泡 6 750 ¥8,000 サクラアワード2021「ダイヤモ
ンドトロフィー」受賞！

RM マイィ

＜スパークリング＞

商品画像 弊社 コード JAN 商品名 タイプ 入数 容量
希望小売

価格
御注文
CS数

備考

419005 3263287626029 ブリュット・ダルジャン　ブラン・ド・ブラン 白泡 12 750 ¥1,680 シャルドネ100％フランス瓶内
二次発酵スパークリング！

フランス

415666 3263287626036 ブリュット・ダルジャン　ロゼ ロゼ泡 12 750 ¥1,680 ピノ100％フランス瓶内二次発
酵スパークリング！

フランス

411631 3530705000199 ブリュット・ダルジャン　ブラン・ド・ブラン　ミニ 白泡 6 200 ¥700 シャルドネ100％フランス瓶内
二次発酵スパークリング！

単品配送
ロット

混載4ケースロット

411630 3500610055317 ブリュット・ダルジャン　ロゼ　ミニ ロゼ泡 6 200 ¥700 ピノ100％フランス瓶内二次発
酵スパークリング！

単品配送
ロット

混載4ケースロット

427665 3570590108273 デジャン・エ・フィス　ブラン・ド・ブラン　ブリュット 白泡 12 750 ¥2,580 フランス瓶内二次発酵スパー
クリング！

フランス

424273 4580404824779 ベンジャミン・トゥルフェール　ブラン・ド・ブラン　ブリュット 白泡 6 750 ¥2,780 フランス瓶内二次発酵スパー
クリング！

フランス

427664 3342000329000 ピエール・オリヴィエ
ブラン・ド・ブラン　プレステージ　オーガニック 白泡 6 750 ¥2,980 オーガニックのアイレンで造ら

れたスパークリングワイン！

フランス

424764 4001744045759 バー・ロワイヤル　ライチ 白泡 6 750 ¥1,080 爽やかなフランス産
フルーツスパークリング

フランス

427891 3760311850509 エルマン・ジョルジュ　クレマン・ド・ボルドー　ブリュット 白泡 12 750 ¥2,980 瓶内二次発酵のクレマン・ド・
ボルドー

フランス

425881 8055348590012 コルテアウラ　フランチャコルタ　ブリュット 白泡 6 750 ¥4,500 長期熟成フランチャコルタ

イタリア

425883 8055348590166 コルテアウラ　フランチャコルタ　サテン　ミレジマート　2013 白泡 6 750 ¥7,000 長期熟成フランチャコルタ

イタリア

428385 8410702039352 コント・ド・シャンベリ　ブリュット 白泡 12 750 ¥700 2019年ソムリエワインアワード
で金賞受賞！

スペイン

426699 8445077000270 テンタドール・デ・バコ　オーガニック・ブリュット 白泡 12 750 ¥980 EUリーフ認証オーガニックス
パークリング！

スペイン

411836 8426998270751 アマドール　カヴァ　ブリュット・レゼルバ 白泡 12 750 ¥1,080 ドンペリで修業した
スペシャリストが造るカヴァ！

スペイン

フランス産のキュートなフルーツフレーバーのスパークリングワイン。たっぷりの果実感とすっきりした甘さが特徴。エキゾチックで華やかなライチの美味しさが広がります。パー
ティーの乾杯にぴったり！

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スの良さが魅力の１
本です。

1952年の創業以来、家族経営を守りながらも、スペイン最大規模の生産力を誇るワインメーカー「フェリックス・ソリス社」が手掛ける。白い花や草原のような爽やかな香りに柑
橘系果実のフルーティな味わい。トーストのような香ばしい香りも。細かい泡と心地よい酸味が全体を引き締めます。2019年ソムリエワインアワードで金賞受賞！

メゾンを構えるヴァレ・ド・マルヌではなくシャルドネの聖地、ル・メニル・シュル・オジェの高品質なシャルドネのみを使用。シャルドネらしいキレのある酸を持ちながらも、樽熟さ
せる事により複雑味が生まれ、白ブドウのみでも果実の厚みとコクが感じられます。

グランクリュ・マイィ村のブドウを使用。黄金がかった黄色に豊満なフルーツや焼き立てのパン、レモンの香り。素晴らしい余韻と非常に幅広い味わいの深さが感じられます。独
特の風味のある、エレガントで深く官能的で魅力的な泡が、文字通り甘美な果実のように弾けます。12度の一定の温度で4年間、セラーで熟成。ドサージュは8g/L

EUリーフ認証オーガニックワイン。スペイン、ラ・マンチャ地方の農家が丁寧に育てた有機ぶどう100%を使用。降雨量が少なく、害虫が発生しにくいため、良質な有機ぶどうが育
ちます。上品な泡立ちで、トロピカルフルーツのような香りが心地よい爽やかな味わいです。きりっと冷やしてどうぞ！

生産者のメゾン・デュ・ヴィニュロンは1914年創業の老舗でフランス・ジュラ地域で生産量No.1を誇ります。フランス産でシャンパーニュと同じ瓶内二次発酵で造られる、シャルド
ネだけを使ったブランドブラン。瓶内二次発酵によるきめ細かい泡立ち、青りんごや柑橘系の爽やかな香り。スッキリとした辛口。

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か月
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！

明るい黄金色。白桃やレモンの爽やかな香り。ドライな飲みごたえにフルーティーな味わいが特徴。12度の一定の温度で4年間、セラーで熟成。アペリティフや魚介を使った前
菜とご一緒にお楽しみください。ドサージュ6gr/l。ピノムニエ80%、ピノノワール20%のブラン・ド・ノワール。

クリュッグと同じようにオーク樽発酵により造られたリザーヴワインを多く使用したシャンパーニュで、しっかりとしたボディを持つスタイル。砂糖漬けの果実やドライアプリコットの
ような非常に熟した香り、美しい酸を持ち、長い余韻が感じられます。シャルドネ50％、ピノノワール25％、ピノムニエ25％

縁が琥珀がかった鮮やかな黄金色。洗練した勢いのある泡に、フレッシュで素直な完成度の高いアタック。ドサージュフリーにより、洗練された、繊細でエレガントなシャンパー
ニュ。チーズ、寿司、詰めたいシーフードの料理がおすすめ。一部マロラクティック発酵を行い、香りに複雑さがでるまで熟成を行う。

明るい黄金色。白桃やレモンを思わせるフルーティーな香り。ふくよかさを感じるアタックからは白い果物のフレッシュさを彷彿とさせます。12度の一定の温度で4年間、セラーで
熟成。ドサージュ9gr/l。ピノムニエ60%、ピノノワール40%のブラン・ド・ノワール。

コート・ド・ブラン、フェールブリアンジュ村の畑で収穫した葡萄を使用。シャルドネ５０％、ピノ・ノワール５０％のバランスが取れたブレンド。「フルール（花）」の名の通りシックなブ
ラックボトルに鮮やかな花が散りばめられた華やかないでたちは様々なシーンに彩りを与えてくれます。

生産者のメゾン・デュ・ヴィニュロンは1914年創業の老舗でフランス・ジュラ地域で生産量No.1を誇ります。フランス産でシャンパーニュと同じ瓶内二次発酵で造られる、ピノノ
ワール１００％で造られる華やかで非常に濃い色合いが特長。瓶内二次発酵によるきめ細かい泡立ち、いちごやチェリーの香り、フレッシュな口当たりの辛口。

2010年は非常にリッチなボディの為、ドサージュをせずに仕上げたヴィンテージ・シャンパーニュ。フルーティーな香りにバターやブリオッシュのようなニュアンスが複雑に混じり
合い、このメゾンの特色ともいえる重厚感とコクのある味わい。長い余韻も感じられ、非常に完成度の高いプレステージクラス。

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ヶ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、香ばしい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。

フチに黄金色がかった明るい黄色。フレッシュで白桃や梨のようなフルーツの香りとほのかにヘーゼルナッツが香ります。すばらしい丸みのある口当たりと長い余韻のバランス
の優れたスパークリングワインです。14度に保たれたタンクで2週間二次発酵が行われます。

フランス産の白ブドウ（ユニブラン、コロンバール）を100％使用し、シャンパーニュと同じ伝統的な方法で、1年以上の瓶内二次発酵を経て造られます。フレッシュでエアリーな
ブーケとフルーティなアロマが魅力的です。

泡の粒が綺麗に映える、緑がかった淡いゴールド色の外観。白い花とシトラスフルーツがしっかりと香ります。9ヵ月間の瓶内熟成による、クリーミーで滑らかな泡。果実味が溶
け込み、酸とも調和がとれたバランスのよい味わいです。

生産者のメゾン・デュ・ヴィニュロンは1914年創業の老舗でフランス・ジュラ地域で生産量No.1を誇ります。フランス産でシャンパーニュと同じ瓶内二次発酵で造られる、シャルド
ネだけを使ったブランドブラン。瓶内二次発酵によるきめ細かい泡立ち、青りんごや柑橘系の爽やかな香り。スッキリとした辛口。

生産者のメゾン・デュ・ヴィニュロンは1914年創業の老舗でフランス・ジュラ地域で生産量No.1を誇ります。フランス産でシャンパーニュと同じ瓶内二次発酵で造られる、ピノノ
ワール１００％で造られる華やかで非常に濃い色合いが特長。瓶内二次発酵によるきめ細かい泡立ち、いちごやチェリーの香り、フレッシュな口当たりの辛口。

淡い黄色が美しく、繊細な泡が目を惹きます。香りはシトラスを主体に白桃と軽やかなトースト香が感じられ、軽快な酸によって全体の調和がとれています。口当たりはフレッ
シュで繊細、フィネスとエレガンスが感じられます。特別な4区画のシャルドネだけで造られる。ドサージュは7g/L。36か月熟成。

シャンパーニュメゾンが集まるエペルネに拠を構えるメゾン。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、爽やかで上品なスタイルのロゼシャンパーニュです。
シャルドネ80％、ピノノワール20％。ドサージュ7～8g/L

鮮やかな黄金色に琥珀のきらめき。初めは梨やプラムのアロマの香りを感じ、その後微かにジャムのような香りをもたらします。フレッシュでフランクなスタイルでフルボディのア
タックを感じます。60ヶ月瓶内熟成、ドサージュ8g/l

緑ががかった淡い黄色。少し甘いニュアンスのある白い花と梨の香りに、フレッシュで爽快な味わい。ブドウは手摘みで収穫され、3種のブドウを注意深くブレンド。12ヶ月瓶内
熟成。



商品画像 弊社 コード JAN 商品名 タイプ 入数 容量
希望小売

価格
御注文
CS数

備考

411835 8426998271758 アマドール　カヴァ　ブリュット・ロゼ ロゼ泡 12 750 ¥1,180 ドンペリで修業した
スペシャリストが造るカヴァ！

スペイン

427656 8426998000006 スパークリング HOPE カヴァ ブリュット 白泡 6 750 ¥1,500 「ありがとう」を届けるワイン！

スペイン

424721 8410644140246 グランパラス カヴァ ブリュット ナチュレ レセルヴァ 白泡 12 750 ¥1,380 18か月熟成！複雑ですっきり
した味わい！

スペイン

425679 4256790000003 グランパラス カヴァ ブリュット ロゼ ロゼ泡 12 750 ¥1,280 伝統的なマセラシオン製法の
カヴァ・ロゼ！

スペイン

425553 4255530000006 マス・シャロット　カヴァ　ブリュット 白泡 6 750 ¥2,400 シャンパーニュを超えるクラフ
トカヴァ

スペイン

425556 4255560000007 マス ・シャロット　カヴァ　グラン　レセルバ 白泡 6 750 ¥4,400 シャンパーニュを超えるクラフ
トカヴァ

スペイン

422515 8437008657615 クイーン・オブ・キングス　ソーヴィニヨン・ブラン
ブリュット・ナチュレ　オーガニック 白泡 6 750 ¥1,680 デメター認証シャンパン製法

オーガニックスパークリング

スペイン

422516 8437008657639 クイーン・オブ・キングス　ブラン・ド・ノワール
モナストレル　ブリュット　オーガニック 白泡 6 750 ¥1,680 デメター認証シャンパン製法

オーガニックスパークリング

スペイン

422517 8437008657943 クイーン・オブ・キングス　モスカテル
ブリュット・ナチュレ　オーガニック 白泡 6 750 ¥1,780 デメター認証シャンパン製法

オーガニックスパークリング

スペイン

418454 7809623803776 インドミタ　ブリュット 白泡 6 750 ¥1,080 新進気鋭インドミタが造る、2
金獲得の泡

チリ

418467 7809623803783 インドミタ　ブリュット ロゼ ロゼ泡 6 750 ¥1,080 カサブランカ・ヴァレー
100％！

チリ

＜フランス＞

商品画像 弊社 コード JAN 商品名 タイプ 入数 容量
希望小売

価格
御注文
CS数

備考

425543 3760073340041 フェルナン・エンジェル　リースリング　レゼルヴ 白 12 750 ¥2,800 アルザスでも指折りの有機栽
培のドメーヌ

アルザス

425546 3760073340218 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 白 12 750 ¥5,800 アルザスでも指折りの有機栽

培のドメーヌ

アルザス

424924 3760189780519 ヴィルボワ　ソーヴィニヨン・ブラン 白 6 750 ¥2,000
ベストバリューワイン金賞受賞
のロワール ソーヴィニヨン・ブ
ラン！

ロワール

424922 3760189780557 ヴィルボワ　サンセール 白 6 750 ¥4,600 世界一に輝いたロワールの
ソーヴィニヨンブラン！！

ロワール

424923 3760189780700 ヴィルボワ　プイィ・フュメ 白 6 750 ¥4,600 ワイン＆スピリッツ誌で世界
TOP100ワイナリーに選出！

ロワール

425645 4580404827282 セバスチャン・ダンプ　シャブリ 白 6 750 ¥3,500 150年以上の歴史を持つ
シャブリの名門！

ブルゴーニュ

425646 4580404827299 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 白 6 750 ¥5,000 150年以上の歴史を持つ
シャブリの名門！

ブルゴーニュ

425647 4580404827305 セバスチャン・ダンプ　シャブリ プルミエ・クリュ コート・ド・ルシェ 白 6 750 ¥5,000 150年以上の歴史を持つ
シャブリの名門！

ブルゴーニュ

425648 4580404827312 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 白 6 750 ¥5,400 150年以上の歴史を持つ
シャブリの名門！

ブルゴーニュ

425649 4580404827329 ヴァンサン・ラトゥール　ブルゴーニュ・ブラン 白 6 750 ¥3,400 真のブルゴーニュ愛好家の為
のムルソーの老舗が造る！

ブルゴーニュ

425813 4580404827619 ヴァンサン・ラトゥール　ブルゴーニュ・エリタージュ・コート・ドール 白 6 750 ¥5,000 真のブルゴーニュ愛好家の為
のムルソーの老舗

ブルゴーニュ

425650 4580404827336 ヴァンサン・ラトゥール　ムルソー・キュヴェ・サン・ジャン 白 6 750 ¥8,500 真のブルゴーニュ愛好家の為
のムルソーの老舗

ブルゴーニュ

425652 4580404827350 ヴァンサン・ラトゥール　ムルソー・プルミエ・クリュ・ペリエール 白 6 750 ¥16,000 真のブルゴーニュ愛好家の為
のムルソーの老舗

ブルゴーニュ

425653 4580404827367 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 白 6 750 ¥13,500 真のブルゴーニュ愛好家の為
のムルソーの老舗

ブルゴーニュ

デキャンターのワールド・ワイン・アワード2016で世界一のソーヴィニヨン・ブランに選出されました！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
ぶどうを使用し、特徴がよく表現されています。ワイン＆スピリッツ誌で2020年世界TOP100ワイナリーに選出されました。

1951年植樹の古樹。やや硬質で、複雑かつ凝縮した味わい。他と一線を画する秀逸ブルゴーニュ・ブラン。

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。リュット・レゾネ（減農薬）農法。1964年植樹の古樹。豊かな味わいと良質のミネラルが、長い余韻を伴って口中に広が
る。長期熟成可能。

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ヶ月、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。

ｂ

カサブランカ・ヴァレーは、海風の影響により年中冷涼な気候に恵まれ、チリで最も高品質な白ぶどうやピノ・ノワールが生産されます。その葡萄を100％使用し、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。

手摘みで収穫後、全房圧搾。約20度で発酵後、8ヶ月のシュールリー、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。

「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」という情熱を持って2004年にヴィルボワ氏が設立。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。

カサブランカ・ヴァレーは、海風の影響により年中冷涼な気候に恵まれ、チリで最も高品質な白ぶどうやピノ・ノワールが生産されます。その葡萄を100％使用し、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お楽しめます。

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。リュット・レゾネ（減農薬）農法。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
来る。

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。リュット・レゾネ（減農薬）農法。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
て広がる。

シャブリ随一の造り手”ダンプ家”が所有する優良な畑と、次世代のセバスチャンが最新の設備と技術で手掛ける高品質シャブリ。「卵」型の温度調整機能付きセメントタンクにて醸造。
この形のキュベの中でワインはと澱とは常に動いた状態（容器の底が平らではないので）での接触を持ち続け、ワインにより厚みを与えてくれます。

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。リュット・レゾネ（減農薬）農法。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。

トップノートに白い花、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ヶ月以上の為、フレッシュながら酵母由来の
複雑さが感じられます。

淡いピンク色。青りんごや梨といったフレッシュな香りからナッツや焼きたてのパンの香り。酸と果実の凝縮感とのバランスが素晴らしい。ブドウは手摘みで収穫。伝統的なマセ
ラシオン製法を使用。

デメター認証のオーガニックスパークリングワイン。シャンパン製法で造られる。モスカテル（マスカットオブアレキサンドリア）100％使用。薄い黄色。花のアロマとアプリコットや
桃の熟した果実や柑橘類の皮の香り。フレッシュかつクリーミーでエレガントな味わい。

デメター認証のオーガニックスパークリングワイン。シャンパン製法で造られる。モナストレル100％使用。微かにゴールドがかったクリアな色調に生き生きとした力強い泡立ち。
レモンやオレンジなどの柑橘の豊かな香りでフレッシュな果実味とバランスのとれた酸が心地よい。

天然コルクで封をし、デコルジュマンと仕上げは手作業で行われる特別なカヴァ。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、口に含む淡
雪のように舌の上で溶けます。ドサージュを加えない極辛口ですが、ソフトな滑らかな印象です。

「ありがとう」を届けるワイン。華やかでメッセージ性の強いパッケージは大切な人に贈るプレゼントにもぴったり。シャンパーニュと同じ瓶内二次発酵で、12ヵ月の瓶内熟成を経
てリリースされるカヴァ。

マカベオ、チャレッロ、パレリャーダで造れたD.O.カヴァ。ソフトプレスで一次発酵で香りを十分に抽出させた後、40日間16℃で瓶内二次発酵。その後18ヶ月以上の長期瓶内熟
成。すっきりした辛口、持続性のある泡立ちが楽しめるお値打ちスパークリングワインです。

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か月熟成させ
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。

シャブリ随一の造り手”ダンプ家”が所有する優良な畑と、次世代のセバスチャンが最新の設備と技術で手掛ける高品質シャブリ。プルミエクリュ人気のコート・ド・ルシェ。0.7hの自社畑
を所有。平均樹齢50年。100％ステンレスタンクを使用し、ミネラルと酸バランスが良く、熟成も可能。

スモーキーさと熟したフルーツの香りの複雑な香り。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。ワイン＆スピリッツ誌で
2020年世界TOP100ワイナリーに選出されました。

シャブリ随一の造り手”ダンプ家”が所有する優良な畑と、次世代のセバスチャンが最新の設備と技術で手掛ける高品質シャブリ。プルミエクリュ人気のヴァイヨン。0.75hの自社畑を所
有。平均時樹齢60年。100％ステンレスタンクを使用し、フィネスとミネラルのバランスが素晴らしい。

シャブリ随一の造り手”ダンプ家”が所有する優良な畑と、次世代のセバスチャンが最新の設備と技術で手掛ける高品質シャブリ。平均樹齢45年。100％ステンレスタンクを使用し、徹
底した温度管理を行いフレッシュなミネラル感が特徴の”ダンプ・スタイル”が表現されています。

デメター認証のオーガニックスパークリングワイン。シャンパン製法で造られる。ソーヴィニョンブラン100％使用。鮮やかなゴールデンイエロー。パイナップルやマンゴーなどのト
ロピカルフルーツの香り。適度な酸味をもち、柔らかいながらもしっかりとした骨格を持つスパークリングワインです。
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427887 4570045904848 ヴァンサン・ラトゥール　ピュリニー・モンラッシェ 白 6 750 ¥9,000 真のブルゴーニュ愛好家の為のム
ルソーの老舗が造るピュリニー！

ブルゴーニュ

427888 4570045904855 ヴァンサン・ラトゥール　シャサーニュ・モンラッシェ　レ・ブノワット 白 6 750 ¥8,000 真のブルゴーニュ愛好家の為のムル
ソーの老舗が造るシャサーニュ！

ブルゴーニュ

425654 4580404827374 ヴァンサン・ラトゥール ブルゴーニュ・ルージュ 赤 6 750 ¥3,300 真のブルゴーニュ愛好家の為
のムルソーの老舗が造る！

ブルゴーニュ

425814 4580404827626 ヴァンサン・ラトゥール ムルソー・ルージュ 赤 6 750 ¥6,000 真のブルゴーニュ愛好家の為
のムルソーの老舗が造る！

ブルゴーニュ

427889 4570045904862 メゾン・ハーバー　ジュヴレ・シャンベルタン　ラ・ジャスティス 赤 6 750 ¥12,000 日本初輸入！
新進気鋭のブティックメゾン

ブルゴーニュ

427890 4570045904879 メゾン・ハーバー　ジュヴレ・シャンベルタン
プルミエ・クリュ　コンブ・オー・モワンヌ 赤 6 750 ¥16,000 日本初輸入！

新進気鋭のブティックメゾン

ブルゴーニュ

425797 4580404827695 アルメール＆ベルナール・リオン
ブルゴーニュ・ピノ・ノワール（ベルナール・リオン） 赤 6 750 ¥3,500 1896年より続くヴォーヌ・ロマ

ネの老舗リオン家

ブルゴーニュ

425798 4580404827701 アルメール＆ベルナール・リオン
ブルゴーニュ・ピノ・ノワール・ラ・クロワ・ブランシュ 赤 6 750 ¥5,000 1896年より続くヴォーヌ・ロマ

ネの老舗リオン家

ブルゴーニュ

425799 4580404827718 アルメール＆ベルナール・リオン
ニュイ・サン・ジョルジュ・ダム・マルゲリット 赤 6 750 ¥11,000 1896年より続くヴォーヌ・ロマ

ネの老舗リオン家

ブルゴーニュ

425800 4580404827725 アルメール＆ベルナール・リオン
シャンボール・ミュジニィ・レ・ゼシェゾー 赤 6 750 ¥13,000 1896年より続くヴォーヌ・ロマ

ネの老舗リオン家

ブルゴーニュ

425803 4580404827756 アルメール＆ベルナール・リオン
クロ・ド・ヴージョ・グラン・クリュ 赤 6 750 ¥30,000 1896年より続くヴォーヌ・ロマ

ネの老舗リオン家

ブルゴーニュ

425804 4580404827633 ミッシェル・マラール
コルトン・グラン・クリュ・ロニェ　2007 赤 6 750 ¥16,000 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

ブルゴーニュ

429421 4570045908327 ミッシェル・マラール
コルトン・グラン・クリュ・ロニェ　2011 赤 6 750 ¥16,000 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

ブルゴーニュ

425807 4580404827664 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 赤 6 750 ¥18,000 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

ブルゴーニュ

425808 4580404827671 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 赤 6 750 ¥25,000 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

ブルゴーニュ

425809 4580404827688 ミッシェル・マラール
コルトン・グラン・クリュ・レ・ルナルド　1996 赤 6 750 ¥25,000 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

ブルゴーニュ

429422 4570045908334 ミッシェル・マラール
コルトン・シャルルマーニュ　2018 白 6 750 ¥30,000 ドメーヌ・デュジェニーの醸造責任

者が醸すコルトンシャルルマーニュ

ブルゴーニュ

422497 3412911026210 ナチュール・エール　ボルドー　オーガニック　ルージュ 赤 12 750 ¥1,480 オーガニックボルドー！

ボルドー

428622 3412911034680 ナチュール・エール　ボルドー　オーガニック　ブラン 白 12 750 ¥1,480 オーガニックボルドー！

ボルドー

429645 3770021137005 グラン・ベロ　ボルドー・ルージュ 赤 12 750 ¥1,480 オーブリオンの元醸造家が造
るダブル金賞ボルドー！

ボルドー

429644 3770021137012 グラン・ベロ　ボルドー・ブラン 白 12 750 ¥1,480 オーブリオンの元醸造家が造
るダブル金賞ボルドー！

ボルドー

422565 3760102210307 シャトー・フェラン　サン・ピエール　ルージュ 赤 12 750 ¥1,680 EU委員会認証オーガニック
デメター認証ワイン！

ボルドー

422564 3760102210086 シャトー・フェラン　サン・ピエール　ブラン 白 12 750 ¥1,680 EU委員会認証オーガニック
デメター認証ワイン！

ボルドー

422107 3375080156518 モンペラ　スペシャルセレクション　ルージュ 赤 12 750 ¥1,850 モンペラのセカンドワイン!

ボルドー

422106 3375080457516 モンペラ　スペシャルセレクション　ブラン 白 12 750 ¥1,850 モンペラのセカンドワイン!

ボルドー

421534 4580404820481 ラ・グラン・ドモワゼル・ドスタン１０ 赤 6 750 ¥3,480 エルメスファミリー
所有のシャトー！

ボルドー

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。ラドワ・セリニの区画。木樽（新樽70%）で16～18ヶ月熟
成。黒系果実とスパイス香が主体。長期熟成可能。

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る。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。

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る。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。

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

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る。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。

フランス政府認証オーガニックボルドーワイン。ぶどう畑はボルドー右岸の日当たりの良い石灰質土壌。メルロー100％で農薬を使用せず造られる。シナモンやリコリス、赤果実
の香りが豊か。やわらかなタンニンと骨格があり、プラムやスパイスを感じる余韻が心地良い。オーガニック認証：ユーロリーフ、AB。SO2含有量：49mg/L。

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。ブドウ品種：メルロー80％、カベルネ・ソーヴィニョン
10％、カベルネ・フラン10％。

2013年がファーストリリース。カナダ人とアメリカ人の夫婦が細部にまでこだわって手掛ける少量生産の蔵。ブドウは契約栽培農家からの買付け。ワイン評論家アントニオ・ガローニ氏
のコメント。「魅力的なアロマにシダー、スパイス、レザーなど複雑な香りが個性を与えている。」生産量4樽（約1,200本）

2013年がファーストリリース。カナダ人とアメリカ人の夫婦が細部にまでこだわって手掛ける少量生産の蔵。ブドウは契約栽培農家からの買付け。ワイン評論家アントニオ・ガローニ氏
のコメント「爽やかでエネルギシュなアタック。チョークと白胡椒のニュアンス。エアリーで香り高く、素晴らしい豊かな個性を感じる。」生産量3樽（約900本）

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。アロース・コルトンの丘の中腹に位置。木樽（新樽70%）で
16～18ヶ月熟成。野趣に富み、熟成可能。

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。アロース・コルトンの丘の中腹に位置。木樽（新樽70%）で
16～18ヶ月熟成。野趣に富み、熟成可能。

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。リュット・レゾネ（減農薬）農法。格調の高いノーズ、バラの花、ライチのノート。しっかりとコクをながら、最後はエネルギッ
シュに伸びる。

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。

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。リュット・レゾネ（減農薬）農法。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。

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。リュット・レゾネ（減農薬）農法。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。

5大シャトーを含むボルドー200以上のワイナリーの醸造コンサルタントの経験があるエリック・ボワスノーによる大投資の成果で素晴らしい高品質ワインに生まれ変わった。黒
果実に甘いスパイス、果実の豊かさ、力強さがありながらバランスのよいエレガントな風格のワイン。

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。ブドウ品種：ソーヴィニヨン・ブラン85％、セミヨン15％。

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。

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。

フランス政府認証オーガニックボルドーワイン。麦わら色で、シトラスや白い花のアロマ。グレープフルーツやグリーンレモンのような爽やな果実味が広がり、ライチやパッション
フルーツのようなヒントも。長くて心地よい余韻が続きます。オーガニック認証：ユーロリーフ、AB。SO2含有量：73mg/L。

あの五大シャトーのシャトー・オー・ブリオンの元醸造家が造るダブル金賞＆三ツ星獲得のボルドー。力強いルビーレッド色のフルボディのワイン。カシスやブラックチェリーなど
の黒果実の力強いアロマと、エレガントでソフトなタンニンが特徴です。完熟した果実の凝縮感とフレッシュさのバランスがとれた非常にエレガントなワインです。

あの五大シャトーのシャトー・オー・ブリオンの元醸造家が造るダブル金賞＆三ツ星獲得のボルドー。澄んだ輝きを放つ美しい黄金色で、レモン、アカシア、マンゴーとライチなど
フルーティーかつフローラルな香り。口に含むと、ソフトで丸みを帯びたバランスのとれたワインで、フィニッシュには心地よいフレッシュさが感じられます。

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。ラドワ・セリニの区画。木樽（新樽70%）で16～18ヶ月熟
成。黒系果実とスパイス香が主体。長期熟成可能。

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る。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る。

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る。AOC北部の複数区画。“マルゲリット”は祖先の女性の名。丸みト
力強さを兼ね備え、果実味溢れる味わい。

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。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。
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427959 3251092024949 シャトー　オー・ベルトン　メドック　2018 赤 12 750 ¥2,380 ジルベール＆ガイヤール金賞
受賞！

メドック

428572 3251092030889 シャトー テール・デ・グランジュ メドック 2019 赤 12 750 ¥2,380 ジルベールガイヤール2020金
賞！

メドック

428573 3700374617282 シャトー・ド・シヴラック　メドック　2017 赤 12 750 ¥2,380 ジルベール＆ガイヤール金賞
受賞！

メドック

428539 4570045906002 シャトー　グラン・ブション　メドック　2017 赤 12 750 ¥2,380 ディディエ・フリアン家が所有
する金賞受賞のメドック！

メドック

42978591 3192371130602 シャトー・クロ・ド・ヴェルダン　メドック　2018 赤 12 750 ¥2,580 トリプル金賞受賞のメドック！

メドック

428389 3292147808183 シャトー　ロックグラーヴ　メドック　2017 赤 12 750 ¥2,980 クリュ・ブルジョワでトリプル金
賞受賞！

メドック

43018391 3424870000170 シャトー・ド・パニゴン　メドック　2017 赤 6 750 ¥3,000 伝説的コンサル、エリック・ボ
ワスノが監修！

メドック

43026291 3251092028190 シャトー・ラ・シカン　オー・メドック　2020 赤 12 750 ¥2,580 ダブル金賞受賞！HVE3(高度
環境価値)認証！

オー・メドック

427961 3251092026172 シャトー　ル・サイキュイエ　オー・メドック　2019 赤 12 750 ¥2,580 ジルベール＆ガイヤール金賞
受賞！

オー・メドック

425771 3760136218812 サンテミリオン・ド・クィンタス 赤 6 750 ¥5,000 シャトー・クィンタスのサード。
ハイコスパ・ワイン！

サンテミリオン

425772 4580404827787 ル・ドラゴン・ド・クィンタス 2015 赤 6 750 ¥10,000 シャトー・クィンタスのセカンド
ワイン！

サンテミリオン

425827 4580404827817 シャトー・クィンタス 2014 赤 12 750 ¥25,000 オー・ブリオンの芸術が織り成
す右岸の至宝

サンテミリオン

428096 3760115294387 ル・プティ・シュヴァリエ ルージュ 2016
by ドメーヌ・ド・シュヴァリエ 赤 6 750 ¥5,400 「ドメーヌ・ド・シュヴァリエ」の

セカンドワイン！

ペサック・レオニャン

428095 3760115293007 ル・プティ・シュヴァリエ ブラン 2016
by ドメーヌ・ド・シュヴァリエ 白 6 750 ¥5,400 「ドメーヌ・ド・シュヴァリエ」の

セカンドワイン！

ペサック・レオニャン

429325 4570045906880 シャトー・ジンコ 赤 6 750 ¥13,000 日本人女性醸造家が造る珠
玉のボルドーワイン！

カスティヨン・コート・ド・ボルドー

429326 4570045906866 ジー・バイ・ユリグサ  ルージュ 赤 12 750 ¥3,000 百合草氏が完全監修するバ
リューワイン！

カスティヨン・コート・ド・ボルドー

429327 4570045906873 ジー・バイ・ユリグサ  ブラン 白 12 750 ¥3,000 百合草氏が完全監修するバ
リューワイン！

グラーヴ

423348 4580404823628 ラ・キャピテール・ド・バロナーク 赤 12 750 ¥4,300 ムートンの樽で熟成！まさに
南仏のグランヴァン！

リムー

422701 4580404822225 マタヤック　カオール 赤 12 750 ¥1,380 蝋キャップのこだわり黒ワイン

カオール

429721 3760303230043 シャトー・ブカリュ キュヴェ カルメン リラック ロゼ 6 750 ¥2,500 サクラアワード3冠獲得のロ
ゼ！

リラック

427010 3359950319425 デュラス　コート・ロティ　セニュール・ド・モージロン 赤 6 750 ¥15,000 ルイ・ロデレールが手掛ける
最高峰ローヌワイン!!

コート・デュ・ローヌ

427012 3359950292810 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 赤 6 750 ¥12,000 ルイ・ロデレールが手掛ける
最高峰ローヌワイン!!

コート・デュ・ローヌ

427011 3359950333889 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 白 6 750 ¥12,000 ルイ・ロデレールが手掛ける
最高峰ローヌワイン!!

コート・デュ・ローヌ

427013 3359950318794 デュラス　コンドリュー　クロ・ブーシェ 白 6 750 ¥11,000 ルイ・ロデレールが手掛ける
最高峰ローヌワイン!!

コート・デュ・ローヌ

427014 3359950320742 デュラス　シャトー・ヌフ・デュ・パプ　オート・ピエール 赤 6 750 ¥6,500 ルイ・ロデレールが手掛ける
最高峰ローヌワイン!!

コート・デュ・ローヌ

427015 3359950320094 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 赤 6 750 ¥5,000 ルイ・ロデレールが手掛ける
最高峰ローヌワイン!!

コート・デュ・ローヌ

427017 3359950333001 デュラス　クローズ・エルミタージュ・ルージュ レ・ローヌ 赤 6 750 ¥3,500 ルイ・ロデレールが手掛ける
最高峰ローヌワイン!!

コート・デュ・ローヌ

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ヶ
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。

ジルベール＆ガイヤール金賞受賞！19世紀初頭から家族経営されてきたシャトーを1985年に現オーナーのパトリック・シャンボー氏が取得。アロマティックな香りを感じ、口当
たりがよくシルキー。熟した果実とスパイスの香りが素晴らしくタンニンは非常になめらか。

熟した黒系果実の強い香りと芝生のようなヒントが感じられ、フィニッシュには樽熟成から生まれるバニラ香が残り、エレガントな余韻が感じられる。まろやかでバランスのとれた
味わいで、成熟したシルキーなタンニンと長い余韻が愉しめます。

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」グループが所有するエルミタージュの名門。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くる。長期
熟成のポテンシャルを秘めている。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。

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」グループが所有するエルミタージュの名門。カシスや甘草等、繊細かつ力強いアロマ。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る。コンクリート製タンクで発酵。木樽（新樽50％）で14～16ヶ月熟成。

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」グループが所有するエルミタージュの名門。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る。とろみのあるテクスチャー。全て新樽で発酵後、澱と共に約6か月間熟成。

ボルドーで初の日本女性醸造家「百合草梨紗」氏が手掛ける。化学肥料、農薬、除草剤等は一切使用しない有機農法。2019VTよりAB取得。野生酵母によりステンレスタンクで
発酵、20ケ月間、500lのフレンチオークで熟成。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、きれいな酸がバランスよく口に広がります。

ドメーヌ・クラレンス・ディロンが手掛ける「オー・ブリオン」「ラ・ミッション・オーブリオン」に次ぐ“クィンタス（5番目）”のワイン。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。ボルドー右岸を代表するトップワイン。メルロ 70%、カベルネ・フラン 30%

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」グループが所有するエルミタージュの名門。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
持って口中に広がる。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。

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」グループが所有するエルミタージュの名門。フローラルで柑橘系果実のコンフィの様なアロマ。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。フレッシュさが余韻に残る。木樽で発酵後、澱と共に木樽で9～12ヶ月熟成。

フランス・ボルドーの権威あるコンクール「レ シタデル デュ ヴァン 2020」、ドイツ最大国際コンクール「フランクフルトインターナショナルトロフィー 2020」、中国で最大級のワイン
＆スピリッツコンテスト「CWSA（チャイナワイン＆スピリッツアワード）2019」のトリプル金賞受賞！12-15か月熟成（新樽33％使用）

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、
スーパーセカンドワイン。メルロ 75％、カベルネ・フラン 24％、カベルネ・ソーヴィニヨン 1%

ジルベール＆ガイヤール金賞受賞！ポイヤック、マルゴーを含むオー・メドックエリアの平均樹齢35年のブドウを使用。アタックは穏やかで持続性のあるタンニン。アロマティック
な香り、しっかりとして複雑ながらバランスのとれた後味。

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。メルロ 60％、カベルネ・フラン 30％、カベルネ・ソーヴィニヨン 10％

ボルドー グラーヴ地区ペサック・レオニャンのトップシャトー「ドメーヌ・ド・シュヴァリエ」のセカンドワイン。ダークレッドの色相。熟した赤と黒い果実の濃厚な香り。甘いスパイス
とわずかに胡椒の香りが感じられます。口当たりはたっぷりと豊かな味わいで、凝縮した果実味ときめの細かいタンニンがエレガントさを与えています。

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」グループが所有するエルミタージュの名門。黒系果実の香りが幾重にも重なり合うとともに、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、長い余韻を楽しめる。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ヶ月熟成。

ボルドーで初の日本女性醸造家「百合草梨紗」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年使用のフレンチ樽で8カ月間。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。

ボルドーで初の日本女性醸造家「百合草梨紗」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年使用のフレンチ樽で9カ月間。ふくよかな柑橘系のフルーツとマンゴ
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。

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」グループが所有するエルミタージュの名門。グルナッシュ 90%、シラー 10％。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る。60HLの木樽で14ヶ月熟成。

ボルドー グラーヴ地区ペサック・レオニャンのトップシャトー「ドメーヌ・ド・シュヴァリエ」のセカンドワイン。淡い金色に緑がかった色調。桃、柑橘類、アカシアの花の香りにユーカ
リやメントールなど爽やかなハーブの香り。ジューシーでミネラリーな酸がフレッシュな印象与えています。バランスと余韻の心地よさが素晴らしい1本。

ローヌ地方の海岸沿いに位置するリラック産。2017年よりサスキアと夫モーリスによって約20haほどの栽培面積の小規模のワイナリーです。サクラアワード2021でダイヤモンドトロ
フィーを獲得し、女性ワインメーカー賞グランプリとロゼワイン賞グランプリの３冠を獲得しました。年間生産本数は2,400本。※オーガニック農法へ転換中

ジルベール＆ガイヤール金賞、リヨン国際ワインコンクール金賞、フランクフルト国際ワイントロフィー金賞のトリプル金賞受賞のメドックワイン。6ヶ月間樽で熟成。赤スグリやラ
ズベリーなど赤果実の香りやスパイスのニュアンス。複雑でふくよかな味わいでバランスの取れた長い余韻が続きます。

ジルベールガイヤール2019金賞受賞のメドックワイン。シャトー グラン・ブションはガイヤン＝アン＝メドックに位置するディディエ・フリアン家が所有するシャトー。平均樹齢 27
年のブドウを使用し、土壌は粘土と石灰岩。カシスやキイチゴなど赤果実系の香りに樽由来のバニラのアロマが加わり、余韻が非常に長く感じられます。

中国で最大級のワインコンテスト「チャイナワイン＆スピリッツアワード2020」、香港で開催される世界最大規模のワインコンペティション「アジアワインチャレンジ2020」、フランス
国際ワインアワード2020、ジルベール&ガイヤール2020のクワトロ金賞受賞！12か月の樽熟成（新樽33％使用）

ジルベール＆ガイヤール2021金賞！70ミリオンズデギュスタトゥール金賞！HVE3(高度環境価値)認証取得！平均樹齢30年のブドウを使用。紫色がかった鮮やかなルビー色。
よく熟したブラックベリーやチェリーの果実味豊かなアロマが口の中に力強く広がります。しなやかで品のあるアタックで、しっかりとしたボディがあり、肉料理との相性◎。

ジルベールガイヤール2020金賞！魅力的なダークルビーレッドの色合いがこのワインの特徴。ブラックカラントなどの黒系果実とリコリスの甘い香りが調和した、エレガントでク
ラシックなスタイル。ビロードのような繊細なタンニンが感じられる。

ジルベール＆ガイヤール金賞受賞！平均樹齢 35 年のブドウを使用。オーク樽で12ヶ月熟成。外観は濃い深紅色。ブラックベリーの香りが特徴的。タンニンは柔らかさを持ち
合わせ、エレガントでバランスの良いフィニッシュです。
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427016 3359950332851 デュラス　クローズ・エルミタージュ・ブラン　レ・ローヌ 白 6 750 ¥3,900 ルイ・ロデレールが手掛ける
最高峰ローヌワイン!!

コート・デュ・ローヌ

427018 3359950335272 デュラス　コート・デュ・ローヌ・ルージュ　サン・エスプリ 赤 6 750 ¥1,900 ルイ・ロデレールが手掛ける
最高峰ローヌワイン!!

コート・デュ・ローヌ

427019 3359950335135 デュラス　コート・デュ・ローヌ・ブラン　サン・エスプリ 白 6 750 ¥1,900 ルイ・ロデレールが手掛ける
最高峰ローヌワイン!!

コート・デュ・ローヌ

427020 3359950336019 デュラス　ヴァントー 赤 6 750 ¥1,700 ルイ・ロデレールが手掛ける
最高峰ローヌワイン!!

コート・デュ・ローヌ

428744 3359950348227 デュラス　ヴァン・ド・ペイ・ドック　シラー 赤 6 750 ¥1,600 ルイ・ロデレールが手掛ける
最高峰ローヌワイン!!

ラングドック

427021 3359950335753 デュラス　ヴァン・ド・ペイ・ドック　ヴィオニエ 白 6 750 ¥1,600 ルイ・ロデレールが手掛ける
最高峰ローヌワイン!!

ラングドック

42978491 3352260262801 テンタシオン・デュ・シュッド　グランド・レゼルヴ 赤 6 750 ¥2,780 12ヶ月オーク樽で熟成したフ
ルボディの赤！

ラングドック

420984 4580404820405 レ　コリモン　カベルネソーヴィニヨン 赤 6 750 ¥1,280 金賞受賞歴多数の
実力派南仏赤ワイン

ラングドック

420983 4580404820399 レ　コリモン　シャルドネ 白 6 750 ¥1,280 金賞受賞の南仏の白

ラングドック

422588 3392120001508 サヴル・デュ・タン　カベルネソーヴィニョン 赤 12 750 ¥1,080 南仏のお手頃ワイン！

ラングドック

422586 3392120001515 サヴル・デュ・タン　シャルドネ 白 12 750 ¥1,080 南仏のお手頃ワイン！

ラングドック

422587 3524364621109 サヴル・デュ・タン　ロゼ ロゼ 12 750 ¥1,080 南仏のお手頃ワイン！

ラングドック

423031 3252981711032 シュヴァリエ・キャサール　ルージュ 赤 12 750 ¥980 果実味が魅力のフランス赤

ヴァン・ド・フランス

423030 3252980711033 シュヴァリエ・キャサール　ブラン 白 12 750 ¥980 果実味が魅力のフランス白

ヴァン・ド・フランス

＜イタリア＞
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427655 8027874342274 サッコ　ピエモンテ　ドルチェット 赤 6 750 ¥1,300 ジルベール＆ガイヤール金賞
受賞！

ピエモンテ

427654 8027874072164 サッコ　ピエモンテ　コルテーゼ 白 6 750 ¥1,300 ジルベール＆ガイヤール金賞
受賞！

ピエモンテ

422105 8027874072287 オット・ブッセ　ピエモンテ 赤 6 750 ¥1,780 ダブル金賞獲得！８つのブドウを使
用したピエモンテ産の赤！

ピエモンテ

427705 8009620839481 カザーリ デル バローネ　150+1　バルベーラ　ピエモンテ DOC 赤 6 750 ¥2,000 ルカマローニ97点！ジルベー
ル＆ガイヤール金賞受賞！

ピエモンテ

427706 8009620846137 カザーリ・デル・バローネ　150+1　ビアンコ　ランゲ　DOC 白 6 750 ¥2,000 ルカマローニ96点！ジルベー
ル＆ガイヤール金賞受賞！

ピエモンテ

429204 8007430203195 ローザ・デル・オルモ　バルバレスコ 赤 12 750 ¥2,500 DOC・DOCGしか生産しないこ
だわりのワイナリー

ピエモンテ

429203 8007430203164 ローザ・デル・オルモ　バローロ 赤 12 750 ¥3,000 DOC・DOCGしか生産しないこ
だわりのワイナリー

ピエモンテ

428503 8034108950198 ディエゴ・コンテルノ　ドルチェット・ダルバ 赤 12 750 ¥2,800 バローロの聖地で生まれた由
緒正しき実力派！

ピエモンテ

428504 8034108955193 ディエゴ・コンテルノ　バルベーラ・ダルバ 赤 12 750 ¥3,000 バローロの聖地で生まれた由
緒正しき実力派！

ピエモンテ

428505 8034108952192 ディエゴ・コンテルノ　ランゲ・ネッビオーロ 赤 12 750 ¥3,500 バローロの聖地で生まれた由
緒正しき実力派！

ピエモンテ

428506 8034108954172 ディエゴ・コンテルノ　バローロ 赤 6 750 ¥6,500 バローロの聖地で生まれた由
緒正しき実力派！

ピエモンテ
「ジャコモ・コンテルノ」や「アルド・コンテルノ」などスター生産者がひしめく、バローロの聖地モンフォルテ・ダルバ村で2000年にディエゴ・コンテルノ氏が立ち上げたワイナリー。
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。30ヵ月大樽で熟成。

「ジャコモ・コンテルノ」や「アルド・コンテルノ」などスター生産者がひしめく、バローロの聖地モンフォルテ・ダルバ村で2000年にディエゴ・コンテルノ氏が立ち上げたワイナリー。
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ヵ月ステンレスタンクとコンクリートタンクで熟成。

「ジャコモ・コンテルノ」や「アルド・コンテルノ」などスター生産者がひしめく、バローロの聖地モンフォルテ・ダルバ村で2000年にディエゴ・コンテルノ氏が立ち上げたワイナリー。
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ヵ月大樽で熟成し、その後4ヵ月コンクリートタンクで熟成。

ランゲ地方の畑で手摘みしたシャルドネとアルネイスを澱と共に数か月熟成。ルカ・マローニ96点、ジルベール＆ガイヤール金賞受賞。生産者であるシェンク社が2018年末にピ
エモンテのワイン協同組合のメンバーとなり、もともと「150」のブドウ栽培者がいて、そこにシェンクが「+1」となったという意味が込められています。

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」グループが所有するエルミタージュの名門。良質のグルナッシュ・ブランを使用し、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る。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。低温発酵、ステンレスタンクで熟成。

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」グループが所有するエルミタージュの名門。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る。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る。

カシスやベリーなどフルーティなアロマが広がり、フランスらしい綺麗な造りのデイリーワイン。角がなく果実の旨みがたっぷり。

南仏ラングドック産のワイン。スパイスと完熟した果実の香りで、柔らかくバランスのとれた味わい。

南仏ラングドック産のワイン。光沢のあるゴールド。シトラスやレモン、白い花の香りで、口当たりがよくバランスのよい味わい。

淡いピンク色、チェリーやラズベリーなどのフレッシュな果実味が感じられるバランスのとれた味わい。鶏肉やバーベキューなどの料理と好相性です。

手摘みしたバルベーラとネッビオーロを3か月樽熟成。フルボディながらなめらかな口当たり。ルカ・マローニ97点、ジルベール＆ガイヤール金賞受賞。生産者であるシェンク社
が2018年末にピエモンテのワイン協同組合のメンバーとなり、もともと「150」のブドウ栽培者がいて、そこにシェンクが「+1」となったという意味が込められています。

「ジャコモ・コンテルノ」や「アルド・コンテルノ」などスター生産者がひしめく、バローロの聖地モンフォルテ・ダルバ村で2000年にディエゴ・コンテルノ氏が立ち上げたワイナリー。
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ヵ月木樽熟成し、その後６ヵ月コンクリートタンクで熟成。

デッツァーニの創立80周年を記念して造られたワイン。８種の葡萄品種を絶妙にブレンドしたピエモンテＤＯＣの珍しい赤。熟した果実を想わせる柔らかい口当たり。ルカマロー
ニ94点。ベルリンコンクール、ジルベールガイヤールでそれぞれ金賞を受賞！

やや緑色のかかった淡い麦わら色に、白桃、アーモンドわずかに干し草の香りも。フレッシュでミネラル感があり余韻にはやや塩気が感じられます。料理との相性が良く、前菜、
シーフード、白身のお肉との相性が良い。

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」グループが所有するエルミタージュの名門。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。凝集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。

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」グループが所有するエルミタージュの名門。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る。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う。

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」グループが所有するエルミタージュの名門。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。

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」グループが所有するエルミタージュの名門。色は深いルビーレッド。ベリー系と力強いアロマで、まさに「シラー」の典型
的な香り。口に含むと、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味を包み込みます。

DOC・DOCGのワインしか生産しないこだわりのワイナリー「テッレダヴィーノ」が手掛ける。2000年にワイナリーをモダンな最新鋭の設備に一新。ブラックベリーやカシスなど果
実、バラやスミレの花を連想させる心地よい香り。見た目以上に果実味がパワフルで、繊細でビロードのように滑らかなタンニンを持つ。

DOC・DOCGのワインしか生産しないこだわりのワイナリー「テッレダヴィーノ」が手掛ける。2000年にワイナリーをモダンな最新鋭の設備に一新。パワフルなブラックチェリーとプ
ラムの風味が口の中に広がり、ナッツのような上質なオークの風味が続く。タンニンがよく溶け込んでおり、細やかな酸を感じるフルボディのワイン。

品質向上の目覚しい南仏ラングドック・ルーションで育てたカベルネ・ソーヴィニヨンを100％使用。地中海ブリニョールワインコンクールでは金賞を受賞しています。香り豊かで
果実の凝縮感を感じられるコク旨の赤です。

品質向上の目覚しい南仏ラングドック・ルーションで育てたシャルドネを100％使用。パリ農業コンクールでは過去金賞を受賞。果実感たっぷりで、キレイな酸味が旨みとコクをう
まくまとめています。サーモンのバターソテー等と一緒にどうぞ♪

シトラスや洋梨のアロマが印象的な、フランスらしい綺麗な造りのデイリーワイン。爽やかで軽快な飲み口です。

紫色がかった深い赤色。ふくよかな味わいで全体のバランスが取れています。程よいボディと果実味があり、後味にはややスパイシーな印象。香りはエレガントで複雑、余韻は
長く続きます。肉、チーズ、スープなどのお料理との相性が良い。

グルナッシュ、シラー、ムールヴェードルをブレンドしたラングドック産フルボディの赤。12ヶ月オーク樽で熟成。カシスやブラックチェリーなど完熟した果実のフルーティな香りが
広がり、樽由来のバニラやトースティなアロマが続きます。力強いタンニンを感じますが、口当たりは滑らかで緻密で複雑なフィニッシュが続きます。
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備考

428507 8034108959177 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 赤 6 750 ¥8,000 バローロの聖地で生まれた由

緒正しき実力派！

ピエモンテ

428502 8034108958194 ディエゴ・コンテルノ　ランゲ・ナシェッタ 白 12 750 ¥3,000 バローロの聖地で生まれた由
緒正しき実力派！

ピエモンテ

420874 8008900007527 アマトーレ・ロッソ　ヴェローナIGT 赤 6 750 ¥1,380 土着品種にボルドー品種をブレンド
したスーパーヴェネトワイン！

ヴェネト

420873 8008900007534 アマトーレ・ビアンコ　ヴェローナIGT 白 6 750 ¥1,380 土着品種にボルドー品種をブレンド
したスーパーヴェネトワイン！

ヴェネト

428495 8029192206061 フェルシナ　ベラルデンガ　キャンティ・コッリ・セネージ 赤 6 750 ¥2,400 フェルシナの精神を受継ぐサンジョ
ヴェーゼ100％キャンティ！

トスカーナ

428496 8029192200298 フェルシナ　ベラルデンガ　キャンティ・クラシコ 赤 6 750 ¥3,200 サンジョヴェーゼ100％キャン
ティクラシコの代名詞

トスカーナ

428497 8029192200090 フェルシナ　ランチャ　キャンティ・クラシコ・リゼルヴァ 赤 6 750 ¥7,000 単一畑キャンティ・クラシコを
確立したワイン！

トスカーナ

428498 8029192200373 フェルシナ　フォンタローロ 赤 6 750 ¥7,500 名門フェルシナが造る世界的
スーパータスカン！

トスカーナ

428499 8029192200885 フェルシナ　マエストロ・ラーロ 赤 6 750 ¥8,000 名門フェルシナが造るカベル
ネ100％！

トスカーナ

428500 8029192200496 フェルシナ　イ・シストリ 白 6 750 ¥3,500 名門フェルシナが造る樽熟成
シャルドネ100％！

トスカーナ

428501 8029192201226 フェルシナ　ヴィン・サント 白 6 375 ¥5,500 名門フェルシナが造るヴィン・
サント

トスカーナ

417068 8017257100003 ロッカ・ディ・カスタニョーリ　キャンティ・クラシコ 赤 12 750 ¥2,380 ガイオーレの重鎮キャンテ
イ！

トスカーナ

417069 8017257200000 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 赤 12 750 ¥3,080 33ヶ月熟成クラシコ・レゼル
ヴァ

トスカーナ

417070 2281235981441 ロッカ・ディ・カスタニョーリ　ブリアーノ 赤 12 750 ¥4,500 ガイオーレのスーパータスカ
ン！

トスカーナ

425537 4570045900840 ラ・スケジョッラ　キャンティ　クラシコ 赤 6 750 ¥4,100 夫婦で造る、生産量僅少の
キャンティ　クラシコ

トスカーナ

425538 4570045900857 ラ・スケジョッラ　キャンティ　クラシコ　レゼルヴァ 赤 6 750 ¥5,800 夫婦で造る、生産量僅少のキャン
ティ　クラシコ・レゼルヴァ

トスカーナ

425539 4570045900864 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 赤 6 750 ¥8,100 夫婦で造る、生産量僅少のキャン

ティ　グラン・セレツィオーネ

トスカーナ

427494 4570045901717 テヌータ　ラルニアノーネ
サンタ　ヴィルジニア キャンティ 赤 6 750 ¥3,400 デキャンター誌で２年連続キャン

ティカテゴリトップ獲得！

トスカーナ

426976 4570045901724 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 赤 6 750 ¥6,300 限定1000本の希少キャン

ティ！

トスカーナ

425540 4570045900871 デリッチ　ロッソ ディ モンテプルチアーノ 赤 6 750 ¥4,100 名門デリッチ家が造る、ワイン
の王様モンテプルチアーノ

トスカーナ

427244 4570045900802 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 赤 6 750 ¥7,500 名門デリッチ家が造る、ワイン

の王様モンテプルチアーノ

トスカーナ

423908 8009307014804 トスカイア 赤 6 750 ¥1,980 ルカマローニ98点獲得の
スーパータスカン！

トスカーナ

423311 8009620838248 マッソ・アンティコ　プリミティーヴォ・サレント 赤 6 750 ¥1,780 ルカマローニ5年連続満点獲得！

プーリア

424218 8009620841057 マッソ・アンティコ　ネグロアマーロ　ビオ　サレントIGT 赤 6 750 ¥1,780 ルカマローニ96点獲得！
オーガニック！

プーリア

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・リゼルヴァ。サンジョヴェーゼ95％、カナイオーロ5％。伝
統的なオークの大樽で15 ヶ月、スチールタンクと瓶熟合わせて18 ヶ月。絹のように滑らかなタンニンのエレガントで、重厚で複雑なワイン。

フェルシナの世界的ブランド、「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キャンティ。スラヴォニア産
大樽で12カ月熟成。スミレなどのフローラルな香りに加え、タバコ、胡椒のニュアンスも感じる。滑らかなタンニンで親しみやすいバランスのとれた味わい。

有機栽培されたネグロアマーロを100％使用。ブラックベリーやプラムの香り。タンニンは柔らかく、バランスの取れた丸みのある味わい。

サンジョベーゼ85％、メルロー15％。果皮と一緒にステンレスタンクで発酵させ、フレンチオークで6ヶ月熟成。ルカマローニは「香りや舌触りなど、五感すべてで果実味とまろや
かさが堪能でき、衝撃を覚える」と称している。タンニンがなめらかで非常にエレガントに仕上がっている。

「ジャコモ・コンテルノ」や「アルド・コンテルノ」などスター生産者がひしめく、バローロの聖地モンフォルテ・ダルバ村で2000年にディエゴ・コンテルノ氏が立ち上げたワイナリー。
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。24ヵ月大樽で熟成し、その後８ヵ月コンクリートタンクで熟成。

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。主にスラヴォニア産大
樽で12カ月熟成。ベリー系の上質でエレガントなアロマと、わずかにスパイシーさを感じる。タンニンが滑らかでスムースな余韻が素晴らしい。

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。100％フレンチオーク新樽で18-22カ月熟成。非常にエレガントで滑らかなタンニンで非常に長い余韻。

「ジャコモ・コンテルノ」や「アルド・コンテルノ」などスター生産者がひしめく、バローロの聖地モンフォルテ・ダルバ村で2000年にディエゴ・コンテルノ氏が立ち上げたワイナリー。
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。

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。その後古樽のトノー(900L)で6ヶ月
熟成、瓶内熟成を4ヶ月行う。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、野菜のフライにマッチします。

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。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！

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ブドウを栽
培。100％フレンチオーク新樽で18-20カ月熟成。ベリー系の複雑な味わいの中にスパイシーさを感じる。酸のバランスがよく、緊張感のある長い余韻。

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年間生産量3,000本のみが造られる。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。

アマトーレとは”恋人”の意味。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！

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 ヶ月、瓶内熟成は6 ヶ月。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。

デキャンター誌2016、2017で２年連続キャンティカテゴリ最高得点を獲得！均樹齢40年のブドウを使用。収穫は手作業で行い、発酵はセメントタンクで2週間行います。その後、
セメントタンクで4か月熟成し、ハンガリー産及びフランス産のトノーで8か月熟成

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100％で造られるスーパートスカーナ。100％フレンチオーク新
樽で18-20カ月熟成。深紅の色合いで、ベリー、タバコ、なめし革、紅茶のアロマ。複雑ながら一貫性があり、調和のとれた味わいは唯一無二の存在感です。

最高区画の厳選ブドウのみを使用した限定1000本の希少キャンティ。平均樹齢45年の「ラルニアーノ」の単一畑。収穫は手作業で行い、発酵はセメントタンクで2週間行う。その
後、セメントタンクで3か月熟成しハンガリー産のトノー樽で18か月熟成し、瓶内熟成で8か月経ってから出荷。

サンジョヴェーゼ90%, カナイオーロ5%, コロリーノ5%。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 ヶ月の熟成。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、スパイスや天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。

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。黄金色の外観、桃、ア
プリコット、パイナップル、トロピカルフルーツのアロマ。酸とのバランスがよく、糖分との調和が素晴らしい。

カベルネ・ソーヴィニョン１００％。バリックで18 ヶ月、スチールタンクで6 ヶ月、瓶熟で12 ヶ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、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。

フランスから持ち込まれたクローンを由来としたシャルドネから造られる。ブドウはすべて手摘みで収穫され、ソフトプレスで果汁の約60％のみを使用。225Lのフレンチオークで
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。立体感のある味わいで余韻は程よい酸を感じドライ。

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ヶ
月、その後大樽(20hl)で18ヶ月の熟成。瓶内熟成を最低6ヶ月行う。「ソラルド」とは現当主の父の名からつけられた。

サレント産プリミティーヴォ100％使用。アルベレッロという非常に手間のかかる伝統的な仕立てでブドウを育て、一部を半乾燥して醸造しているため、果実味が凝縮して濃厚な
味わい。ワインガイド「ルカマローニ」で満点の最高評価をなんと5年連続獲得！



商品画像 弊社 コード JAN 商品名 タイプ 入数 容量
希望小売

価格
御注文
CS数

備考

424217 8009620841354 マッソ・アンティコ　パッセリーナ　ビオ
テッレ・ディ・キエティIGT 白 6 750 ¥1,780 ルカマローニ96点獲得！

オーガニック！

アブルッツォ

＜スペイン＞

商品画像 弊社 コード JAN 商品名 タイプ 入数 容量
希望小売

価格
御注文
CS数

備考

416253 8413933000221 バルデモンテ　レッド 赤 12 750 ¥698 受賞歴多数のモンスターワイン！

カスティーリャ＝ラ・マンチャ

416615 8413933000245 バルデモンテ　ホワイト 白 12 750 ¥698 大人気バルデモンテの白！

カスティーリャ＝ラ・マンチャ

429648 8436033851814 モラレハ　シラー 赤 6 750 ¥1,780 トリプル金賞受賞のスペイン
産シラー100％！

カスティーリャ＝ラ・マンチャ

414164 8410702008549 ヴィーニャス　デルレイ　グランレゼルバ 赤 6 750 ¥1,580 グランレゼルヴァでこの価格！

バルデペーニャス

423258 5060108905893 アンシアーノ　グランレゼルヴァ 赤 6 750 ¥1,580 「おじいちゃん」の名を持つ
飲み頃グランレゼルヴァ

バルデペーニャス

429651 8422198020011 ガッジーナ・デ・ピエル　イキガイ　 白 6 750 ¥1,800 エルブジのソムリエ ダビッド・
セイハス氏が手掛ける！

ペネデス

429652 8437001942619 ガッジーナ・デ・ピエル　ミメティック 赤 6 750 ¥1,800 エルブジのソムリエ ダビッド・
セイハス氏が手掛ける！

カラタユド

429654 8437015420141 ガッジーナ・デ・ピエル　マナール・ドス・セイシャス 白 6 750 ¥3,500 エルブジのソムリエ ダビッド・
セイハス氏が手掛ける！

リベイロ

429653 8410036804886 ガッジーナ・デ・ピエル　ロカ・デル・クリ 赤 6 750 ¥3,500 エルブジのソムリエ ダビッド・
セイハス氏が手掛ける！

エンポルダ

416457 8436005760700 ルゾン　オーガニック 赤 12 750 ¥1,080 スペイン・ムルシア州認定
オーガニックワイン！

フミーリャ

417076 8437004177094 メングアンテ　ガルナッチャ　セレクション 赤 12 750 ¥1,480 ジェームズサックリン90点！
バイオダイナミック農法

アラゴン

429429 8436025090665 アサガドール　コセチャ　ビノ・デ・パゴ 赤 12 750 ¥2,980 スペイン最高格付け、ビノ・
デ・パゴ！

ラ・マンチャ

416067 8437004931016 レハドラーダ　ティント・ロブレ 赤 6 750 ¥2,200 銘醸地トロが生んだ奇跡のワ
イン

トロ

426653 4266530000002 レハドラーダ　アントナ・ガルシア 赤 6 750 ¥5,100 芯の強いエレガントな赤ワイン

トロ

413665 4136650000001 レハドラーダ　サンゴ 赤 6 750 ¥7,000 銘醸地トロが生んだ奇跡のワ
イン

トロ

＜ドイツ＞

商品画像 弊社 コード JAN 商品名 タイプ 入数 容量
希望小売

価格
御注文
CS数

備考

411414 4008005040706 ドルンフェルダー　甘口 赤 12 750 ¥1,080 バラのラベルの
ドイツ産甘口赤ワイン

ラインヘッセン

417122 4008005042816 ホット　ドリームス 赤 6 750 ¥880 11月頃
入荷予定

ショウガが効いたホットワイン

424871 4016511010304 アレンドルフ　ヴィンケラー　リースリング　トロッケン 白 12 750 ¥3,300 700年以上の歴史を持つドイ
ツ老舗ワイナリー

ラインガウ

411613 4016511048102 アレンドルフ　シュペートブルグンダー　トロッケン 赤 12 750 ¥3,300 700年以上の歴史を持つドイ
ツ老舗ワイナリー

ラインガウ

411614 4016511284217 アレンドルフ　クエルクス 赤 6 750 ¥5,800 700年以上の歴史を持つドイ
ツ老舗ワイナリー

ラインガウ

427607 4260135767025 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 白 12 750 ¥3,900 230年以上の歴史を持つ自然

派ワイナリー！

ラインガウ

427608 4261357670490 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 白 12 750 ¥4,200 230年以上の歴史を持つ自然

派ワイナリー！

ラインガウ

427609 4260135767063 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 白 12 750 ¥4,700 230年以上の歴史を持つ自然

派ワイナリー！

ラインガウ

ホットワインはドイツや北欧で寒い冬を乗り切るために伝統的に楽しまれているワインです。このホットドリームスは生姜の辛さと蜂蜜の甘さが見事に調和しており、そのままで
もお食事と合わせてもお楽しみいただけます。カップに注いでレンジで温めるだけ。お好みでシナモンやスライスしたフルーツを入れてお楽しみください。

嫌味のないとても飲みやすい甘口の赤ワインで特に女性には大人気！低アルコールでワインビギナーの方でも美味しく飲んでいただけます。べたつかない、爽やかな甘さで飲
みあきしません。よく冷やしてお飲みください。

商品名のヤコブスは設立者の名前から付けられました。ペーター・ヤコブ・キューンは１７８６年設立の１０代続く家族経営のオーガニックワイナリーです。ラインシファーは美しく
キレの良い酸とフレッシュさ、甘美なリースリングの香りとスパイス感を兼ね備えています。

商品名のヤコブスは設立者の名前から付けられました。ペーター・ヤコブ・キューンは１７８６年設立の１０代続く家族経営のオーガニックワイナリーです。石英の含有量が高い
ことで、濃密で味わいの凝縮感を持つ深いミネラルを感じる味わいとなっています。

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を感じられます。南向きの傾斜によって、リースリングが太陽をたっぷりと浴びた、ジューシーなワイ
ンです。

スペインのカスティーリャ＝ラ・マンチャの赤ワイン。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ワイン！

スペイン中央部に位置するバルデペーニャスの自社畑の厳選したテンプラニーリョのみを使用。マセレーションでぶどうのアロマと赤色、タンニンを十分抽出させている。アメリ
カンオークで24ヶ月間熟成させ、瓶詰め後は出荷までセラー内で3年間熟成。タンニンは滑らかでバニラ香が心地良い。

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。

アンシアーノ（＝おじいちゃん）と名付けられたスペイン、バルデペーニャス産のテンプラニーリョを使用したグランレゼルヴァです。ブラックベリーなど、黒系果実の香りにたばこ
のヒント。熟成によりまろやかになったタンニンと長い余韻をお愉しみいただけます。

有機栽培されたイタリア中部の土着品種パッセリーナを100％使用。ジャスミンを感じるフローラルなブーケ、リンゴや洋梨のフルーティーな味わい。

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。

石灰質成分の多い土壌のぶどう畑でバイオダイナミック農法で育てたガルナッチャを100％使用。ぶどうの平均樹齢は80年で、全て手積みで収穫しています。バニラやタバコ、
杉、レッドカラントを想わせるスモーキーで複雑な香り、しっかりした果実味と洗練されたタンニン、長い余韻が楽しめます。

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№1ピノノワールに選出も納
得の味わいです。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。

商品名の「IKIGALL」は日本語の「生きがい」に由来。「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る。白い花やフェンネルのような甘い香りがあとに続く。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感じる。

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く。

ダビッド・セイハス氏の父親のルーツであるガリシア・リベイロ産ワイン。「セイシャス」は彼の姓が由来（ガリシア語で「勇敢な鳩」を意味）。マナールはガリシア語で「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、青リンゴフルーティー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る。

かつてセイハス氏が自宅からエルブジに向かうまでの道から毎日眺めていた、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。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。

18世紀からワイン造りが続いている銘醸地で造られる、スペイン最高格付けワイン「ビノ・デ・パゴ」。ブラックチェリーやブルーベリーなど黒果実の香り。ハーブやタバコのニュア
ンスもあり、スパイスが後に続く。口当たりはスムースで、果実の凝縮感、酸、タンニンのバランスが良い。4ヶ月間アメリカンオーク80%、フレンチオーク20%で樽熟成。

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ヶ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。

樹齢10～20年のティンタ・デ・トロ（テンプラニーリョ）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ヶ月樽熟成。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。

商品名のヤコブスは設立者の名前から付けられました。ペーター・ヤコブ・キューンは１７８６年設立の１０代続く家族経営のオーガニックワイナリーです。

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。ぶどうは厳選して
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。

銘醸地フミーリャでトップクラスのワイナリーが手掛けるモナストレル100％の濃厚な赤。ムルシア州有機農業認定のオーガニックワインです。スミレ色を帯びたガーネット色、カ
シスはプラムのような黒果実味の香りがあります。赤果実のような果実味と柔らかいタンニンが特徴です。

ドイツの二大国際ワインコンクール「ムンドゥス・ヴィニ2020」、「ベルリンワイントロフィー2020」、アジア最大級ワインコンペティション「アジアワイントロフィー2020」のトリプル金賞
受賞！イチゴやチェリーのような赤果実の香り。ミネラルやスパイスのニュアンスもある。アメリカンオークとフレンチオークで3カ月熟成。



商品画像 弊社 コード JAN 商品名 タイプ 入数 容量
希望小売

価格
御注文
CS数

備考

427610 4260135767100 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 白 12 750 ¥11,600 230年以上の歴史を持つ自然

派ワイナリー！

ラインガウ

427611 4260135767155 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 赤 12 750 ¥6,300 230年以上の歴史を持つ自然

派ワイナリー！

ラインガウ

427612 4260135766349 ペーター・ヤコブ・キューン
リースリング　ゼクト 白泡 12 750 ¥5,800 230年以上の歴史を持つ自然

派ワイナリー！

ラインガウ

＜オーストリア＞

商品画像 弊社 コード JAN 商品名 タイプ 入数 容量
希望小売

価格
御注文
CS数

備考

411521 9005511033074 ヴィンツァー・クレムス　グリューナー・フェルトリーナー 白 12 750 ¥1,280 高級ぶどうで造られる
爽やかな白

ヴァッハウ

＜ギリシャ＞

商品画像 弊社 コード JAN 商品名 タイプ 入数 容量
希望小売

価格
御注文
CS数

備考

417375 5200323010006 アルギロス　サントリーニ　アシルティコ 白 6 750 ¥5,200 100年超の古木！ギリシャ固
有品種アシルティコ100％

サントリーニ

417374 5200323010600 アルギロス　アトランティス　ホワイト 白 12 750 ¥3,200 ギリシャ固有品種アシルティコ
主体のカジュアル白

サントリーニ

＜オーストラリア＞

商品画像 弊社 コード JAN 商品名 タイプ 入数 容量
希望小売

価格
御注文
CS数

備考

429322 751527391408 ペンリーエステート　フェニックス　カベルネ・ソーヴィニョン 赤 6 750 ¥2,500 名門ペンフォールズの系譜を
継ぐクナワラ産モダンワイン

クナワラ

429323 751527431517 ペンリーエステート　アトラス　シラーズ 赤 6 750 ¥2,500 名門ペンフォールズの系譜を
継ぐクナワラ産モダンワイン

クナワラ

429321 751527651601 ペンリーエステート　イオス　シラーズ・カベルネ 赤 6 750 ¥9,000 名門ペンフォールズの系譜を
継ぐクナワラ産モダンワイン

クナワラ

429320 751527471308 ペンリーエステート　ヘリオス　カベルネ・ソーヴィニョン 赤 6 750 ¥10,000 名門ペンフォールズの系譜を
継ぐクナワラ産モダンワイン

クナワラ

424214 4580404824854 コールドストリームヒルズ　ピノ・ノワール 赤 6 750 ¥3,980 オーストラリアのロマネコン
ティ！

ヤラヴァレー

424215 4580404824861 コールドストリームヒルズ　シャルドネ 白 6 750 ¥3,980 あのジェイムズハリデイが
立ち上げたワイナリー！

ヤラヴァレー

426041 9325814000307 テイマー・リッジ　レゼルヴ・ピノ・ノワール 赤 6 750 ¥6,800 タスマニア最高峰の
ピノ・ノワール！

タスマニア

426039 9325814000062 テイマー・リッジ　ピノ・ノワール　 赤 6 750 ¥3,900 プレミアムタスマニアワイン！

タスマニア

425815 9325814006194 デヴィルズ・コーナー　ピノ・ノワール 赤 6 750 ¥2,800 タスマニアワイン
売上高No1.ブランド！

タスマニア

425816 9325814006026 デヴィルズ・コーナー　シャルドネ 白 6 750 ¥2,800 タスマニアワイン
売上高No1.ブランド！

タスマニア

425817 9325814006248 デヴィルズ・コーナー　ソーヴィニヨン・ブラン 白 6 750 ¥2,800 タスマニアワイン
売上高No1.ブランド！

タスマニア

425818 9325814006163 デヴィルズ・コーナー　リースリング 白 6 750 ¥2,800 タスマニアワイン
売上高No1.ブランド！

タスマニア

425819 9325814006514 デヴィルズ・コーナー　レゾリューション・ピノ・ノワール 赤 6 750 ¥5,200 タスマニアワイン
売上高No1.ブランド！

タスマニア

＜ニュージーランド＞

商品画像 弊社 コード JAN 商品名 タイプ 入数 容量
希望小売

価格
御注文
CS数

備考

423907 9421003134034 コノ　サウス・アイランド　ピノ・ノワール 赤 6 750 ¥1,780 コスパ抜群！ＮＺピノ
フレンチオークで9ヶ月熟成！

南島

423906 9421003134010 コノ　マールボロ　ソーヴィニヨン・ブラン 白 6 750 ¥1,480 デキャンター97点獲得の
ＮＺソーヴィニョンブラン

マールボロ

＜アメリカ＞

商品画像 弊社 コード JAN 商品名 タイプ 入数 容量
希望小売

価格
御注文
CS数

備考

421887 4580404821556 イーグル・クリーク　ルビー・カベルネ 赤 12 750 ¥698 果実味たっぷり！
ジューシーなデイリーワイン

カリフォルニア

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。「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。

1903年創業、サントリーニ島のパイオニアワイナリー「エステート・アルギロス」。サステナブル農法、伝統的なバスケット仕立て。青リンゴ、グレープフルーツなど爽やかな香り、
程よい酸味。前菜～魚介、白身のお肉まで合わせらる。2011年はパーカー90点獲得。

タスマニアワイン売上高No1.ブランド！「デヴィルズ・コーナー」※AZTEC Scan data調べ。果実味溢れる軽やかピノ・ノワール。鮮やかな紫色。ダークフルーツのアロマとスパイ
シーさ。口中はジューシーな果実味が、柔らかく熟したタンニンやフレッシュな酸と共に広がる。

商品名のヤコブスは設立者の名前から付けられました。ペーター・ヤコブ・キューンは１７８６年設立の１０代続く家族経営のオーガニックワイナリーです。標高の高い比較的冷
涼な区画のリースリングで造られるため、適度な糖度を持ち、しなやかで力強いリースリングの果実味が感じられます。

タスマニアワイン売上高No1.ブランド！「デヴィルズ・コーナー」※AZTEC Scan data調べ。ハザーズ・ヴィンヤード最良区画のピノ・ノワール。深紅色。ブラックベリー主体。
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するフル・ボディのピノ・ノワール。

カルフォルニアを代表する葡萄品種「ルビー・カベルネ」を使用。コクがありながら、フルーティーでフレッシュな味わいはどんなお料理にも合わせ易く、食卓に彩りを与えてくれま
す。

ペンリーエステートの代表格ワイン。ワインスペクテーターTOP100選出（2017,2018ヴィンテージ）。ダークフルーツのパワフルな果実味とミントのような清涼感が感じれられ、厚
ぼったくならず飲み飽きしない味わい。6ヶ月間ステンレススチールタンクで熟成の後、フレンチオーク樽で12カ月間熟成（5％新樽）

オーストラリア代表品種のシラーズを現代的に表現したワイン。ミディアムボディでフレッシュな果実味と黒コショウや革のような香りも。非常に柔らかいタンニン。12ヶ月熟成（フ
レンチオーク50%、ステンレスタンク50%）

テイマー・ヴァレー産ピノ・ノワールの真髄。深い深紅色。熟したラズベリー、シナモンや肉等複雑なアロマ。テイマー・ヴァレーの真髄が感じられる風味豊かで完成度の高いピ
ノ・ノワール。区画毎に収穫し天然酵母で発酵。フレンチオークの木樽で10～12ヶ月熟成。各区画の最良の樽だけを選びブレンドし更に12ヶ月の熟成。

テイマー・ヴァレー特有の冷涼ピノ・ノワール。フレンチオークのバリック樽（新樽20％含む）で10～12ヶ月熟成。深い紫色。レッド・ベリーとスパイスの複雑な風味。果実味と繊細
で柔らかくシルキーなタンニンがバランス良い。余韻は長く豊富な酸が心地良い。熟成を重ねる事でさらに複雑味と個性が生まれる。

2017ヴィンテージが英国ワイン専門誌「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、はつらつとした味わいの白。「ワインペアリングコンテスト2021」でグランドオイスターワイン賞受賞！

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。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。

1903年創業、サントリーニ島のパイオニアワイナリー「エステート・アルギロス」。樹齢100-120年のギリシャの固有品種アシルティコを100％使用。サステナブル農法、伝統的な
バスケット仕立て。柑橘系の溌剌としたアロマ、高い酸と硬質なミネラルが全体を引き締め、余韻の長さに古木の生命力を感じる1本。

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。
フレンチオーク樽で9ヶ月熟成。

オーストリアの首都ウィーンから西に約７０km。世界遺産「ヴァッハウ」渓谷の近くにあるヴィンツァークレムスは、毎年様々な国際コンクールで受賞するワインを生み出すオー
ストリア屈指の醸造所です。最も得意とする品種は、グリューナー・フェルトリーナー。

商品名のヤコブスは設立者の名前から付けられました。ペーター・ヤコブ・キューンは１７８６年設立の１０代続く家族経営のオーガニックワイナリーです。１級畑エストリッヒャー・
クロスターベルグ区画のピノ・ノワールを使用。

オーストラリアを代表する品種シラーズとカベルネのブレンドワイン。傑出したヴィンテージにのみ生産。非常にきめ細やかで濃厚。凝縮した果実味を柔らかなタンニンが支えて
いる。フレンチオークで18ヶ月熟成（新樽率50％）

ペンリーエステートのトップキュヴェ。パワフルでありながら洗練された凝縮感のあるワインです。密度の高い濃縮した果実味のみならず、力強さと旨味が感じられます。長期熟
成向き。フレンチオークで18ヶ月熟成（40％新樽）

商品名のヤコブスは設立者の名前から付けられました。ペーター・ヤコブ・キューンは１７８６年設立の１０代続く家族経営のオーガニックワイナリーです。特級畑ドースベルグ（Ｖ
ＤＰグローセ・ラーゲ）のブドウを使用しています。４５年以上の古木のブドウを使用しており凝縮したアロマが感じられます。

タスマニアワイン売上高No1.ブランド！「デヴィルズ・コーナー」※AZTEC Scan data調べ。タスマニアの冷涼なテロワールを表現。明るい緑色。熟した黄桃、爽やかなメロンのア
ロマ。溌剌とした柑橘系果実が口中にチャーミングに広がる。余韻には爽やかな酸が心地よく残る。

タスマニアワイン売上高No1.ブランド！「デヴィルズ・コーナー」※AZTEC Scan data調べ。クリスピーで爽やかなソーヴィニヨン・ブラン。明るい麦わら色。グレープフルーツ等柑
橘系果実の溌剌としたアロマ。口中にはパッションフルーツがフレッシュで爽やかな酸と共に広がる。

タスマニアワイン売上高No1.ブランド！「デヴィルズ・コーナー」※AZTEC Scan data調べ。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る。



商品画像 弊社 コード JAN 商品名 タイプ 入数 容量
希望小売

価格
御注文
CS数

備考

428566 0717888510025 ヘス　セレクト　カベルネ・ソーヴィニョン 赤 12 750 ¥3,000 ヘスの家飲み”ハイコスパ”シ
リーズ！

ノースコースト

428567 0717888520024 ヘス　セレクト　シャルドネ 白 12 750 ¥2,500 ヘスの家飲み”ハイコスパ”シ
リーズ！

モントレー

425760 4580404827428 ヘス　シャーテイル・ランチス　カベルネ・ソーヴィニヨン 赤 12 750 ¥3,800 レストランでのバイ・ザ・グラス
向けシリーズ

ノースコースト

425762 4580404827435 ヘス　シャーテイル・ランチス　ピノ・ノワール 赤 12 750 ¥3,800 レストランでのバイ・ザ・グラス
向けシリーズ

セントラルコースト

425761 4580404827442 ヘス　シャーテイル・ランチス　シャルドネ 白 12 750 ¥3,000 レストランでのバイ・ザ・グラス
向けシリーズ

モントレー

425763 0717888410226 ヘス　アローミ　カベルネ・ソーヴィニヨン 赤 12 750 ¥6,500 全米で一番売れているラグ
ジュアリー・カベルネ！

ナパ

425765 0717888120224 ヘス　ナパ・ヴァレー　シャルドネ 白 12 750 ¥6,000 ライオネスのセカンド的存在

ナパ

425766 0717888110225 ヘス　マウント・ヴィーダー　カベルネ・ソーヴィニヨン 赤 6 750 ¥13,000 休売
ヘスのDNAが詰まった、本拠
地マウント・ヴィーダーのCS

ナパ/マウントヴィーダー

425767 0717888191224 ヘス　ライオン・テイマー　カベルネ・ソーヴィニヨン 赤 6 750 ¥10,000 ヘスが手掛けるラグジュア
リー・ナパCS！

ナパ

425770 0717888150221 ヘス　パンテラ　シャルドネ 白 6 750 ¥10,000 ヘスが手掛ける最高峰ロシア
ンリヴァーの白

ロシアンリヴァー・ヴァレー

429423 4570045907788 ヘス　スペシャル・キュヴェ　カベルネ・ソーヴィニヨン 赤 12 750 ¥8,000 ライオンのセカンドワイン！

ナパ

425768 0717888111024 ヘス　ライオン　カベルネ・ソーヴィニヨン 赤 6 750 ¥38,000 ラグジュアリー・ナパワイン、
ヘスのトップキュヴェ！

ナパ

425769 0717888121924 ヘス　ライオネス　シャルドネ 白 6 750 ¥15,000 休売
ラグジュアリー・ナパワイン、
ヘスの白のトップキュヴェ！

ナパ

421815 0853908003006 セダル・クノール・ヴィンヤード　カベルネ・ソーヴィニヨン　2017 赤 6 750 ¥15,000 パルマッツのセカンドワイン！

ナパ

424429 4580404824816 パルマッツ・ヴィンヤード　アマリア　シャルドネ　2016 白 6 750 ¥15,000 パルマッツの白！

ナパ

424430 4580404824823 パルマッツ・ヴィンヤード　カベルネソーヴィニヨン　2015 赤 6 750 ¥38,000 ベンツのＣＭに起用された
カリフォルニアのカルトワイン

ナパ

428551 0706098051916 クラシファイド　ナパ・ヴァレー　カベルネ・ソーヴィニヨン 赤 12 750 ¥6,000 新樽比率60％の芳醇でリッチ
なナパカベ！

ナパ

429424 0684586490082 ナパ・バイ・ナパ　カベルネ・ソーヴィニョン 赤 12 750 ¥5,400 11月中旬
入荷予定

全米トップ50ワイナリーが造る
ハイコスパナパワイン！

アメリカ/ナパ

429425 0684586490044 ナパ・バイ・ナパ　ピノ・ノワール 赤 12 750 ¥5,400 11月中旬
入荷予定

全米トップ50ワイナリーが造る
ハイコスパナパワイン！

アメリカ/ナパ

429427 0684586490068 ナパ・バイ・ナパ　シャルドネ 白 12 750 ¥5,400 11月中旬
入荷予定

全米トップ50ワイナリーが造る
ハイコスパナパワイン！

アメリカ/ナパ

424227 0855622000811 ベル・グロス　デイリーマン　ピノ・ノワール 赤 12 750 ¥7,800 あのケイマスのピノノワール

ソノマ

425067 4580404826544 ベル・グロス　ラス・アルトラス　ピノ・ノワール 赤 12 750 ¥7,800 あのケイマスのピノノワール

モントレー

425068 4580404826551 ベル・グロス　クラーク＆テレフォン　ピノ・ノワール 赤 12 750 ¥7,800 次回
入荷未定 あのケイマスのピノノワール

サンタバーバラ

421856 4580404821358 ドネラン　キュヴェ クリスティーヌ　シラー 赤 12 750 ¥15,000 ソノマ初のシラー100点生産者！
幻のカリフォルニア・カルトワイン

ソノマ

424228 4580404825394 ドネラン　ウォーカー　シラー 赤 12 750 ¥17,800 ソノマ初のシラー100点生産者！
幻のカリフォルニア・カルトワイン

ソノマ

421857 4580404821365 ドネラン　オブシディアン　シラー 赤 12 750 ¥28,000 ソノマ初のシラー100点生産者！
幻のカリフォルニア・カルトワイン

ソノマ

421858 4580404821372 ドネラン　リチャーズ　シラー 赤 12 750 ¥42,000 ソノマ初のシラー100点生産者！
幻のカリフォルニア・カルトワイン

ソノマ

ヘスの醸造チームとワイナリーのエグゼクティブシェフによって料理との組み合わせを念頭において造られたワイン。一部フレンチオークの新樽で熟成。熟したリンゴ、レモンの
皮、僅かなオーク香等のトロピカルなアロマ。軽く繊細な味わいのシーフード（ロブスター、ホタテ等）。キノコのリゾットの様なクリームを使った料理に。

年間生産量わずか6,000ケース。瓶詰設備を常設していない為、移動式の瓶詰業者に依頼し瓶詰めするという本当の 「ガレージワイナリー」。銘醸地ソノマ産のシラーを100％
使用。優良な区画の葡萄を厳選し、滑らかで深みのある味わい。

フレンチオーク樽（新樽33％）で22か月熟成。ブラックベリー、挽きたてのコーヒー。僅かなマルベックがタンニンを和らげ、滑らかでシームレスなア味わい。良質のタンニンと共
にブルーベリーや僅かなフュメ香、モカ。完璧なバランスを持ち、余韻が長く、エレガント。

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、キャラメルのヒント。爽
やかな酸味とビロードのようなタンニン、アフターにはタフィーのヒント。サンタバーバラのサンタ・マリア・ヴァレーＡＶＡ。

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ルフォルニアワイン界に革命を起こす。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。アマリアは商業者の妻の名。

ワイナリーの礎を造ったセダル・クノール・ヴィンヤードの創始者に敬意を表した１本。熟したブラックベリー、ダークチョコレート、クローブなどの魅惑的な芳香に、ベリーのスコー
ンをかじった様なふんわりとした甘さが香る。パルマッツよりしなやかでビロードのようなタンニンが心地良く広がります。

全米トップ50ワイナリーに選出された生産者が造る圧倒的ハイコスパのAVAナパ・ヴァレー。ロス・カーネロス産シャルドネを主体に複数年ヴィンテージをブレンド。さわやかな
柑橘類とトロピカルフルーツのアロマが特徴。シナモンなどのスパイスも感じる非常に複雑な香りが広がるリッチでクリーミーなワイン。

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ルフォルニアワイン界に革命を起こす。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。

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。豊かなベリー・フルーツが特徴で、ブ
ラックベリーや、熟したプラムと共に、ドライハーブやスモークっぽさが香ります。AVAロシアンリヴァーヴァレー。

フレンチオーク樽（新樽38％）で18か月。ピーチ、白桃、焼いたパイナップル。クリーム・ブリュレや僅かなトースト香。厚みがあり、しっかりとした酸が中心を支え、長い余韻を与
えている。2016年がファーストヴィンテージ。

年間生産量わずか6,000ケース。瓶詰設備を常設していない為、移動式の瓶詰業者に依頼し瓶詰めするという本当の 「ガレージワイナリー」。ソノマ北東、ナパ郡との境目に位
置するナイツ・ヴァレー産。テロワールを最大限に引き出した、若々しくも風味豊かなワイン。

ヘスの醸造チームとワイナリーのエグゼクティブシェフによって料理との組み合わせを念頭において造られたワイン。一部フレンチオークの新樽で熟成。甘美な口当たり。シナ
モン、チェリー、ラズベリー。深い色調。タンニンは柔らかく、ベルベットの様な質感。ソフトな味わいで、ワインのみでも楽しめる。豚・牛料理。コック・オー・ヴァン等。

繊細さとバランスに優れたカベルネ・ソーヴィニヨン主体のスペシャル・キュヴェ。キメの細かいタンニンと圧倒的な余韻の長さ。アメリカンオーク樽（新樽含む）で18ヶ月熟成。

アメリカンオークの木樽（新樽を含む）で18ヶ月熟成。カシスやブラックベリー等赤系果実。バニラやオーク等のスパイス。丸みを帯びたタンニンが心地よい。ローストチキン、グ
リルポーク。ローストポテトや野菜。熟成したゴーダチーズとも。全米で小売価格USD25以上のラグジュアリーカベルネで売上No.1！

ナパ・ヴァレーの芳醇でリッチな味わいのカベルネ・ソーヴィニヨン。新樽のフレンチオークを60％使用し12ヵ月間熟成。ラズベリーや樽由来のバニラ、トフィーのようなアロマが
魅惑的で、黒果実のようなリッチな味わいが広がります。フルボディながら滑らかなタンニンのバランス抜群の味わい。

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、シダー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。モントレーのサンタ・ルチア・ハイランズＡＶＡ。

年間生産量わずか6,000ケース。瓶詰設備を常設していない為、移動式の瓶詰業者に依頼し瓶詰めするという本当の 「ガレージワイナリー」。2009年ヴィンテージでソノマのシ
ラーで初のパーカー100点を獲得。トリュフ、フォアグラを想わせる香りに、チョコレートの様な深いコクがある雄大なワイン。

ステンレスタンク及びフレンチオークの小樽で醸造及び9ヶ月熟成。リンゴやナシ、僅かにトロピカル・フルーツ。丸くふくらみがあり、柔らかな口当たり。スパイシーなアイオリを
添えたエビやカニ。アボカド。キングサーモンのロースト。

モントレーの自社畑と契約栽培農家からヘスが厳選したブドウのみを使用。ステンレススティールタンク75％、25%を新樽のフレンチオークで熟成。前菜、ホタテのムニエル、甲
殻類のグリル、白身肉のメインまでオールラウンドに合わせることができる万能型です。

ヘスの醸造チームとワイナリーのエグゼクティブシェフによって料理との組み合わせを念頭において造られたワイン。フレンチオーク樽で12ヶ月熟成。クローヴ、シナモン、バニ
ラ、ワイルド・ブラックベリー。果実味がありながらエレガント。子羊、豚、牛等あらゆる種類の肉料理やパスタに。

メンドシーノ、レイク、ナパの自社畑と契約栽培農家からヘスが厳選したブドウのみを使用。27％新樽のフレンチオーク、残りをアメリカンオークで18ヶ月熟成。しっかり濃厚で
ジューシーなカベルネ。ハンバーガー、ステーキ、メキシカン料理などスパイスの効いた料理にも合わせられます。

年間生産量わずか6,000ケース。瓶詰設備を常設していない為、移動式の瓶詰業者に依頼し瓶詰めするという本当の 「ガレージワイナリー」。チョコでコーティングしたブルーベ
リーや赤スグリ、クローブを思わせる魅惑的な味わい。

フレンチオーク樽（新樽65％）で22か月熟成。アタックは緻密かつしなやかなテクスチャー。ブラック・チェリーやブラックプラム、ミルクチョコレートの華やかな香り。しっかりとした
構造を持ち口中一杯に黒系果実と共にタンニンが広がる。僅かなバニラオーク香とカルダモンが長く余韻に残る。

フレンチオーク樽（新樽65％）で22か月熟成。ダイナミックかつ理想的なバランス。中心にはしっかりとした酸が感じられる。トロピカル・フルーツのアロマが重なりあい、僅かにス
モーキーでナツメグやアーモンドのニュアンスも。余韻にはオーク樽に由来するトースト香が、風味豊かに持続する。

全米トップ50ワイナリーに選出された生産者が造る圧倒的ハイコスパのAVAナパ・ヴァレー。カシス、熟したチェリー、プラムなどの豊かな果実味に、甘草やコショウのスパイス、
トーストしたオークとバニラの樽香が魅惑的に絡み合う、ナパらしいジューシー＆ボリューミーなワイン。オーク樽で24ヶ月間熟成。

全米トップ50ワイナリーに選出された生産者が造る圧倒的ハイコスパのAVAナパ・ヴァレー。ボディを強化するための一部マルベックをブレンド。透明感のある明るいラズベリー
やいちごの香りに微かなスパイスのアクセント。果実の芳醇な香りと柔らかなタンニンのバランスが絶妙。オーク樽で18カ月間熟成。

ヘスの本拠地マウントヴィーダーのワイン。ワイナリーを代表する濃厚な味わいのカベルネ。フレンチオーク（新樽80％）で22ヶ月熟成。仔羊、豚、鴨肉等の煮込みやグリル。
ハードタイプチーズとも合わせられる。



商品画像 弊社 コード JAN 商品名 タイプ 入数 容量
希望小売

価格
御注文
CS数

備考

424226 4580404825387 ドネラン　トゥー・ブラザーズ　ピノ・ノワール 赤 12 750 ¥13,000 畑の配合再編でダイナミック
な味わいに！

ソノマ

424225 4580404825370 ドネラン　ナンシー　シャルドネ 白 12 750 ¥12,000 これぞソノマ・カウンティのシャ
ルドネ！

ソノマ

＜チリワイン＞

商品画像 弊社 コード JAN 商品名 タイプ 入数 容量
希望小売

価格
御注文
CS数

備考

417132 7809623801475 インドミタ　サルドス　ウルトラ・プレミアム 赤 6 750 ¥3,500 最強コスパのチリカベ！世界が評
価する味わいでこの価格！

マイポヴァレー

411834 7809623801376 インドミタ　デュエット　プレミアム　カベルネソーヴィニヨン＆カルメネール 赤 6 750 ¥1,980 圧倒的コスパ！フレンチオー
クで12ヵ月熟成の濃厚赤！

マイポヴァレー

411565 7809623801635 インドミタ　デュエット　プレミアム　ピノ・ノワール 赤 6 750 ¥1,980 圧倒的コスパ！ワンランク上
のエレガントなチリピノ

カサブランカヴァレー

411833 7809623801628 インドミタ　デュエット　プレミアム　シャルドネ 白 6 750 ¥1,980 圧倒的コスパ！芳醇なワンラ
ンク上のシャルドネ！

カサブランカヴァレー

417373 7809623802342 インドミタ　キンタス　オーガニック　カベルネ・ソーヴィニヨン 赤 12 750 ¥1,280 オーガニックカベルネ！

マイポヴァレー

411832 7809623800034 インドミタ　グラン・レゼルバ　カベルネ・ソーヴィニヨン 赤 12 750 ¥1,280 デキャンター誌で世界一！

マイポヴァレー

411906 7809623802274 インドミタ　グラン・レゼルバ　ピノ・ノワール 赤 12 750 ¥1,280 上質なチリピノ

カサブランカヴァレー

411830 7809623800386 インドミタ　グラン・レゼルバ　シャルドネ 白 12 750 ¥1,280 新樽由来のバニラ香が心地よ
いリッチなシャルドネ

カサブランカヴァレー

411831 7809623801338 インドミタ　グラン・レゼルバ　ソーヴィニヨン・ブラン 白 12 750 ¥1,280 爽やかな口当たりのチリ白

カサブランカヴァレー

427414 7809623805602 インドミタ　クラシック　カベルネ・ソーヴィニヨン 赤 12 750 ¥880 何者にも支配されない
時代を超えて認められる名作

セントラルヴァレー

427415 7809623805596 インドミタ　クラシック　シャルドネ 白 12 750 ¥880 何者にも支配されない
時代を超えて認められる名作

セントラルヴァレー

411829 7809623800485 インドミタ　カベルネ・ソーヴィニヨン 赤 12 750 ¥698 インドミタのカジュアルシリーズ

セントラルヴァレー

411564 7809623800379 インドミタ　カルメネール 赤 12 750 ¥698 インドミタのカジュアルシリーズ

セントラルヴァレー

411827 7809623803196 インドミタ　シャルドネ 白 12 750 ¥698 インドミタのカジュアルシリーズ

セントラルヴァレー

411828 7809623800454 インドミタ　ソーヴィニヨン・ブラン 白 12 750 ¥698 インドミタのカジュアルシリーズ

セントラルヴァレー

411566 7809623801710 インドミタ　レイト・ハーベスト 白 18 500 ¥1,280 最強コスパの極甘口！

カサブランカヴァレー

＜アルゼンチン＞

商品画像 弊社 コード JAN 商品名 タイプ 入数 容量
希望小売

価格
御注文
CS数

備考

418397 7790189021011 エレメントス　カベルネ・ソーヴィニヨン 赤 12 750 ¥1,100 サクラアワードＷ金賞

カファジャテ

418400 7790189041965 エレメントス　ピノ・ノワール 赤 12 750 ¥1,100 アルゼンチンの至宝
「カファジャテ」産

カファジャテ

418398 7790189021028 エレメントス　マルベック 赤 12 750 ¥1,100 アルゼンチンの至宝
「カファジャテ」産

カファジャテ

418399 7790189021073 エレメントス　シャルドネ 白 12 750 ¥1,100 アルゼンチンの至宝
「カファジャテ」産

カファジャテ

418401 7790189021059 エレメントス　トロンテス 白 12 750 ¥1,100 サクラワインアワード「ダブル
ゴールド受賞」！

カファジャテ

418394 7790189041972 エレメントス　レセルバ　カベルネ 赤 12 750 ¥1,580 アルゼンチンの至宝
「カファジャテ」産

カファジャテ

418395 7790189041996 エレメントス　レセルバ　マルベック 赤 12 750 ¥1,580 アルゼンチンの至宝
「カファジャテ」産

カファジャテ

極度にまで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スイートワインです。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。

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長。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！

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、洋ナシ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。

カファジャテ渓谷のエル・エステコワイナリーが手掛けるワイン。サボテンも自生する乾燥した気候ですが、アンデス山脈から流れる雪解け水に恵まれ、昼夜の寒暖差も大きく、
まさにブドウ栽培の理想郷と言えます。新樽で12か月熟成。ベリーやプラムのアロマ。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。

チリの中でも特に評価の高いセントラルヴァレー産の厳選したブドウを使用したヴァラエタルシリーズ！主要品種を85%以上使用しており、品種ごとの個性がくっきりとワインに
現れています。フレッシュでバランスのとれた、フルーティーな味わいが魅力です。白い花の香り。ほどよいミネラルと酸味が特徴。

クラシック・シリーズは日本のために造られる特別なキュヴェです。セントラルヴァレー全体からフレッシュでフルーティーな味わいに仕上がる花崗岩土壌に生育する区画を選別
し、しっかりとした糖分と酸を得るため収穫は早朝のみに行なわれます。ベリー系のフルーティーでフレッシュなアロマと複雑で心地良いタンニンが特長。

全て手摘みの収穫で上質なぶどう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。ボルドーの
銘醸ワインにも匹敵する驚愕の味わいです！

チリの中でも特に評価の高いセントラルヴァレー産の厳選したブドウを使用したヴァラエタルシリーズ！主要品種を85%以上使用しており、品種ごとの個性がくっきりとワインに
現れています。フレッシュでバランスのとれた、フルーティーな味わいが魅力です。タンニンは非常に穏やかで、ベリー系のフレッシュで爽やかで飲み疲れしないカベルネ。

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。もちろん化学肥料などは一切使われていません。オーガニックワイン独特の土っぽい香りが苦手な方も多
いですが、これは全く別！溢れんばかりの果実味と、ベリー系のアロマと程よいボリューム感。

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。まさに『ウルトラ・プレミアム』なワインです。

それぞれ個性的なピノ・ノワールが育つ４つの畑の配合を変えることで、よりダイナミックな味わいに仕上がる。18か月樽熟成。ダークチェリーや熟したラズベリー、フレッシュな
プラムの香りが特徴的。

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。

チリの中でも特に評価の高いセントラルヴァレー産の厳選したブドウを使用したヴァラエタルシリーズ！主要品種を85%以上使用しており、品種ごとの個性がくっきりとワインに
現れています。フレッシュでバランスのとれた、フルーティーな味わいが魅力です。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。

ソノマ・カウンティの複数の畑のシャルドネを使用。10か月間樽熟成。洋梨やマンダリンオレンジのようなアロマからクレームブリュレのような風味に変化し、芳醇な旨みをきれい
な酸がさっぱりとさせてくれます。ソノマらしい生き生きとした味わいのシャルドネです。

クラシック・シリーズは日本のために造られる特別なキュヴェです。セントラルヴァレー全体からフレッシュでフルーティーな味わいに仕上がる花崗岩土壌に生育する区画を選別
し、しっかりとした糖分と酸を得るため収穫は早朝のみに行なわれます。パイナップルや桜桃のアロマと酸のバランスが取れたフルーティーな味わい。

カファジャテ渓谷のエル・エステコワイナリーが手掛けるワイン。サボテンも自生する乾燥した気候ですが、アンデス山脈から流れる雪解け水に恵まれ、昼夜の寒暖差も大きく、
まさにブドウ栽培の理想郷と言えます。華やかでジャムのような果実味と柔らかい口当たり。フルボディで甘みのあるタンニンが特徴。

カファジャテ渓谷のエル・エステコワイナリーが手掛けるワイン。サボテンも自生する乾燥した気候ですが、アンデス山脈から流れる雪解け水に恵まれ、昼夜の寒暖差も大きく、
まさにブドウ栽培の理想郷と言えます。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。

カファジャテ渓谷のエル・エステコワイナリーが手掛けるワイン。サボテンも自生する乾燥した気候ですが、アンデス山脈から流れる雪解け水に恵まれ、昼夜の寒暖差も大きく、
まさにブドウ栽培の理想郷と言えます。野生のローズやジャスミンを想わせる強いアロマ。オレンジやアニスなどのスパイスのニュアンスも。

カファジャテ渓谷のエル・エステコワイナリーが手掛けるワイン。サボテンも自生する乾燥した気候ですが、アンデス山脈から流れる雪解け水に恵まれ、昼夜の寒暖差も大きく、
まさにブドウ栽培の理想郷と言えます。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。

ソーヴィニヨンブラン種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！

カファジャテ渓谷のエル・エステコワイナリーが手掛けるワイン。サボテンも自生する乾燥した気候ですが、アンデス山脈から流れる雪解け水に恵まれ、昼夜の寒暖差も大きく、
まさにブドウ栽培の理想郷と言えます。新樽で12か月熟成。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。

チリの中でも特に評価の高いセントラルヴァレー産の厳選したブドウを使用したヴァラエタルシリーズ！主要品種を85%以上使用しており、品種ごとの個性がくっきりとワインに
現れています。フレッシュでバランスのとれた、フルーティーな味わいが魅力です。チリを代表する品種であるカルメネールのしっかりとしたジューシーな赤。

カファジャテ渓谷のエル・エステコワイナリーが手掛けるワイン。サボテンも自生する乾燥した気候ですが、アンデス山脈から流れる雪解け水に恵まれ、昼夜の寒暖差も大きく、
まさにブドウ栽培の理想郷と言えます。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。

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ヶ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。チリワインの真骨頂をお楽しみいただけます。



商品画像 弊社 コード JAN 商品名 タイプ 入数 容量
希望小売

価格
御注文
CS数

備考

418396 7790189041989 エレメントス　レセルバ　シャルドネ 白 12 750 ¥1,580 アルゼンチンの至宝
「カファジャテ」産

カファジャテ

＜南アフリカ＞

商品画像 弊社 コード JAN 商品名 タイプ 入数 容量
希望小売

価格
御注文
CS数

備考

423232 6004635000293 デ・ウェホフ　ライムストーン・ヒル　シャルドネ 白 6 750 ¥2,600 ベストオイスターワイン賞
2018受賞！

ロバートソンヴァレー

423233 6004635000262 デ・ウェホフ　ボン・ヴァロン　シャルドネ 白 6 750 ¥2,600 南アフリカのシャブリ

ロバートソンヴァレー

423234 6004635000224 デ・ウェホフ　レスカ　シャルドネ 白 6 750 ¥3,000 南アフリカのムルソー

ロバートソンヴァレー

423235 6004635000521 デ・ウェホフ　ザ・サイト　シャルドネ 白 6 750 ¥5,000 南アフリカの
コルトンシャルルマーニュ

ロバートソンヴァレー

423236 6004635000149 デ・ウェホフ　バトラー　シャルドネ 白 6 750 ¥10,000 南アフリカのモンラッシェ

ロバートソンヴァレー

＜Bag in Box＞

商品画像 弊社 コード JAN 商品名 タイプ 入数 容量
希望小売

価格
御注文
CS数

備考

411773 8437001172825 バルデモンテ　レッド　ＢＩＢ　３Ｌ 赤 4 3,000 ¥2,280 果実味たっぷり！

スペイン

418354 5604424129009 カーサ・サントス・リマ　ボンス・ベントス・ティント　BIB　３Ｌ 赤 4 3,000 ¥2,280 濃厚まろやか超お値打ちな
赤！

ポルトガル

411474 4008005030554 リープフラウミルヒ　ＱｂＡ　BIB　３Ｌ 白 4 3,000 ¥2,280 甘口白ワインの定番！

ドイツ

421884 4580404821501 イーグル・クリーク　ルビー・カベルネ　ＢＩＢ　３L 赤 4 3,000 ¥2,280 果実味たっぷり！
ジューシーなデイリーワイン

アメリカ

411089 7809623801727 インドミタ　コスタベラ　カベルネソ－ヴィニヨン　BIB　３Ｌ 赤 3 3,000 ¥2,280 マイポヴァレー産の赤！

チリ

411088 7809623805282 インドミタ　コスタベラ　ソーヴィニヨンブラン　BIB　３Ｌ 白 3 3,000 ¥2,280 カサブランカヴァレー産の
白！

チリ

＜サングリア・シェリー＞

商品画像 弊社 コード JAN 商品名 タイプ 入数 容量
希望小売

価格
御注文
CS数

備考

418809 8410702005012 ペナソル　サングリア　１Ｌパック 赤 6 1,000 ¥680 冷蔵庫のドアポケットに入る
毎日飲みたいサングリア

420637 8410702039802 ペナソル　サングリア　ブランカ 白 6 1,000 ¥680 冷蔵庫のドアポケットに入る
毎日飲みたいサングリア

411992 8437004405029 マンサニージャ・デ・サンルケーニャ 白 6 750 ¥1,380 ペニンガイド90点！

＜ノンアルコール・ワイン＞

商品画像 弊社 コード JAN 商品名 タイプ 入数 容量
希望小売

価格
御注文
CS数

備考

427141 5415270100995 ヴィンテンス　スパークリング　プレステージ
ブラン・ド・ブラン 白泡 6 750 ¥2,500 アルコール0.0％！

真のノンアルコールワイン！

ベルギー

426789 5415270100162 ヴィンテンス　スパークリング　ブラン 白泡 6 750 ¥1,380 アルコール0.0％！
真のノンアルコールワイン！

ベルギー

426790 5415270100179 ヴィンテンス　スパークリング　ロゼ ロゼ泡 6 750 ¥1,380 アルコール0.0％！
真のノンアルコールワイン！

ベルギー

426793 5415270100223 ヴィンテンス　スパークリング　ブラン　ミニ 白泡 24 200 ¥480 アルコール0.0％！
真のノンアルコールワイン！

ベルギー

426794 5415270100230 ヴィンテンス　スパークリング　ロゼ　ミニ ロゼ泡 24 200 ¥480 アルコール0.0％！
真のノンアルコールワイン！

ベルギー

426791 5415270100650 ヴィンテンス　カベルネ・ソーヴィニヨン 赤 6 750 ¥1,380 アルコール0.0％！
真のノンアルコールワイン！

ベルギー

大人気のインドミタシリーズの大容量の箱ワイン。高品質なカベルネを生み出すことで有名なマイポヴァレー産の赤。

パプ・クレマンを手掛けるベルナール・マグレが厳選した良質なブドウでワインを造ってからアルコールだけを抜いた、アルコール含有量0.0％のノンアルコールワイン。フランス
産のシャルドネを100％使用。きめ細やかな泡立ち、洗練された果実味はまさにプレステージ･シャンパーニュです。

大人気のインドミタシリーズの大容量の箱ワイン。「チリ白ワインの代名詞」と呼ばれるカサブランカヴァレー産の白。

パプ・クレマンを手掛けるベルナール・マグレが厳選した良質なブドウでワインを造ってからアルコールだけを抜いた、アルコール含有量0.0％のノンアルコールワイン。きめ細か
な泡立ち。甘やかで芳香のあるバランスの取れたエレガントな香り、 イチゴやメロンのニュアンス、赤系果実のバランスのとれた味わい。

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。

スペインのカスティーリャ＝ラ・マンチャの赤ワイン。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ワイン！

熟した黒果実の豊かな香り。心地よいキレのある酸味とバランスのとれたオークの濃厚でリッチな味わい。フレッシュできめ細やかなタンニン、黒胡椒、甘草の風味の余韻が続
きます。

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。

パプ・クレマンを手掛けるベルナール・マグレが厳選した良質なブドウでワインを造ってからアルコールだけを抜いた、アルコール含有量0.0％のノンアルコールワイン。クランベ
リーやチェリーのニュアンス、赤ワインに感じられるエレガントな果実味がある。 バーベキューに。チーズに合わせて。

パプ・クレマンを手掛けるベルナール・マグレが厳選した良質なブドウでワインを造ってからアルコールだけを抜いた、アルコール含有量0.0％のノンアルコールワイン。きめ細か
な泡立ち。溌剌としたシトラス、レモンなど柑橘系の香り、またマスカットなどのほのかな甘みがあり、味わいのバランスがよくエレガント。

パプ・クレマンを手掛けるベルナール・マグレが厳選した良質なブドウでワインを造ってからアルコールだけを抜いた、アルコール含有量0.0％のノンアルコールワイン。きめ細か
な泡立ち。溌剌としたシトラス、レモンなど柑橘系の香り、またマスカットなどのほのかな甘みがあり、味わいのバランスがよくエレガント。

スペイン南部アンダルシアはサンルカール・デ・バラメーダ地区で造られる繊細なフィノタイプのシェリー。パロミノ種100％。ナッツなど豊かなフロール香があり、海からの潮風に
由来するわずかな塩気がアクセント。ペニンガイドで90点獲得！！

パプ・クレマンを手掛けるベルナール・マグレが厳選した良質なブドウでワインを造ってからアルコールだけを抜いた、アルコール含有量0.0％のノンアルコールワイン。きめ細か
な泡立ち。甘やかで芳香のあるバランスの取れたエレガントな香り、 イチゴやメロンのニュアンス、赤系果実のバランスのとれた味わい。

カルフォルニアを代表する葡萄品種「ルビー・カベルネ」を使用。コクがありながら、フルーティーでフレッシュな味わいはどんなお料理にも合わせ易く、食卓に彩りを与えてくれま
す。

石灰をふんだんに含んだ砂利の多い土壌で南向きの僅か2.55Haの畑より収穫されたシングル・ヴィンヤード・シャルドネを使用。高品質であることのお墨付きという意味から名
づけられたコストパフォーマンスに優れたキュヴェです。

樽熟させていないワインですが、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。

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。

石灰質と岩石をふんだんに含む土壌により、ふどう本来の特徴をよく表現したシャルドネを使用。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。

カファジャテ渓谷のエル・エステコワイナリーが手掛けるワイン。サボテンも自生する乾燥した気候ですが、アンデス山脈から流れる雪解け水に恵まれ、昼夜の寒暖差も大きく、
まさにブドウ栽培の理想郷と言えます。新樽で6か月熟成。トロピカルフルーツにバタートースト、ハチミツのニュアンス。コクのある柔らかな味わい。

「聖母の乳」の名の通り甘くやさしい味わい。世界で親しまれているドイツの白ワインです。

ブルゴーニュ地方のボーヌ最高峰ワインの一つ「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しています。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。



商品画像 弊社 コード JAN 商品名 タイプ 入数 容量
希望小売

価格
御注文
CS数

備考

426792 5415270100667 ヴィンテンス　ソーヴィニヨン・ブラン 白 6 750 ¥1,380 アルコール0.0％！
真のノンアルコールワイン！

ベルギー

＜スパークリング・ジュース＞

商品画像 弊社 コード JAN 商品名 タイプ 入数 容量
希望小売

価格
御注文
CS数

備考

425691 3256550089898 モーヴ　スパークリング　ホワイトグレープ 白 12 750 ¥698 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

フランス

425690 3256550089904 モーヴ　スパークリング　レッドグレープ 赤 12 750 ¥698 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

フランス

425692 3256550089881 モーヴ　スパークリング　アップル 白 12 750 ¥698 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

フランス
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。ノルマンディ産などのりんご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。りんごそのものの香りと渋み、自然な甘みをお楽しみいただけます。

パプ・クレマンを手掛けるベルナール・マグレが厳選した良質なブドウでワインを造ってからアルコールだけを抜いた、アルコール含有量0.0％のノンアルコールワイン。柑橘系と
エキゾチックなフルーツの繊細な香りは、爽やかなワインを想像させます。 魚介類、焼鳥との相性が良い。

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。カリニャンを主体とした赤ワイン用のぶどう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。ぶどうそのものの香りと渋み、自然な甘みをお楽しみいただけます。

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。ユニブランを主体とした白ワイン用のぶどう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。ぶどうそのものの香りと渋み、自然な甘みをお楽しみいただけます。



価格表有効期限：2021年11月末日まで

配送ロット：【本州、九州、四国】1ケース以上で送料無料　【北海道】混載5ケース以上で送料無料（ワインとの混載不可）。ロット未満の場合は1個口あたり480円の送料を頂戴します。

【沖縄本土】1個口あたり2,400円の送料を頂戴します。離島（沖縄以外も含む）への送料は別途お問い合わせください。

※バラでのご注文の場合は1個口あたり800円の送料兼手数料を頂戴します（ワインとの混載不可）。

受注〆時間：弊社営業日の10時30分です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

<ブレンデッドスコッチウイスキー> ※表示価格はすべて税抜です。

商品画像 弊社ｺｰﾄﾞ JAN 商  品  名 度数 入数 容量
希望小売

価格
御注文
CS数

備考

510149 5010327920283 ジェームズキング　レッドラベル 40 12 700 ¥980 金賞受賞スコッチ！！

510254 3012992422002 サーエドワーズ 40 6 700 ¥1,280 世界的人気のスコッチ！

512521 5016840121213 クランスマン 40 12 700 ¥1,280 ロッホローモンドが手掛ける
ブレンデッド

<モルトスコッチウイスキー>

商品画像 弊社ｺｰﾄﾞ JAN 商  品  名 度数 入数 容量
希望小売

価格
御注文
CS数

備考

512625 5016840050216 ロッホローモンド　シングルグレーン 46 6 700 ¥2,900 全英オープンゴルフ公式ウイスキー
2017世界最高のスコッチグレーン

ハイランド

514593 5016840260219
ロッホローモンド
シングルグレーン　ピーテッド 46 6 700 ¥3,200 全英オープンゴルフ公式ウイスキー

ピーテッドのシングルグレーン！

ハイランド

512522 5016840043218 ロッホローモンド　クラシック 40 6 700 ¥2,900 全英オープンゴルフ公式ウイスキー

ハイランド

512523 5016840737216 ロッホローモンド　12年 46 6 700 ¥3,900 全英オープンゴルフ公式ウイスキー
2019＆2020TWSC部門最高賞！

ハイランド

514650 5016840747819 ロッホローモンド　14年 46 6 700 ¥8,000 全英オープンゴルフ公式ウイスキー
から14年が新登場！

ハイランド

512524 5016840739203 ロッホローモンド　18年 46 6 700 ¥10,900 全英オープンゴルフ公式ウイスキー

ハイランド

510614 5016840155218 ロッホローモンド インチマリン 12年 46 6 700 ¥4,500 ロッホローモンドが手掛ける
フルーティーなシングルモルト

ハイランド

512900 5016840153214 インチマリン　マディラ 46 6 700 ¥7,500 ロッホローモンドが手掛ける
フルーティーなシングルモルト

ハイランド

512905 5016840155300 ロッホローモンド インチモーン　12年 46 6 700 ¥4,500 ロッホローモンドが手掛ける
ピーテッドタイプのシングルモルト

ハイランド

512904 5016840155508 インチモーン　1992年 48.6 3 700 ¥32,000 ロッホローモンドが手掛ける
ピーテッドタイプのシングルモルト

ハイランド

514921 5060768210061 ザ・グレンタレット　トリプルウッド 43 6 700 ¥5,500 割当
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！

ハイランド

514922 5060768210078
ザ グレンタレット
10年 ピートスモークド 50 6 700 ¥6,500 割当

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！

ハイランド

514923 5060768210085 ザ・グレンタレット 12年 46 6 700 ¥7,500 割当
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！

ハイランド

514924 5060768210092 ザ・グレンタレット 15年 55 6 700 ¥15,000 割当
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！

ハイランド

514925 5060768210115 ザ・グレンタレット 30年 45.7 1 700 ¥220,000 割当
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！

ハイランド

512520 5016840161219 グレンスコシア　カンベルタウンハーバー 40 6 700 ¥3,900 希少なキャンベルタウンモルト

キャンベルタウン

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
TEL:03-3833-3541
FAX:03-3832-6930

現存するスコットランド最古のウイスキー蒸溜所。2019年3月にクリスタル最高峰メゾン「ラリック」グループに合流し、伝説の男「ボブ・ダル
ガーノ」氏をマスターウイスキーメーカーに招聘。「ルーアックモア」としても知られる、ヘビリーピーテッドタイプ。

現存するスコットランド最古のウイスキー蒸溜所。2019年3月にクリスタル最高峰メゾン「ラリック」グループに合流。リフィル樽熟成原酒を使
用して樽の影響を抑え、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。

現存するスコットランド最古のウイスキー蒸溜所。2019年3月にクリスタル最高峰メゾン「ラリック」グループに合流し、伝説の男「ボブ・ダル
ガーノ」氏をマスターウイスキーメーカーに招聘。蒸溜所の歴史へ敬意を表した特別なシングルモルトです。

現存するスコットランド最古のウイスキー蒸溜所。2019年3月にクリスタル最高峰メゾン「ラリック」グループに合流し、伝説の男「ボブ・ダル
ガーノ」氏をマスターウイスキーメーカーに招聘。「ザ・グレンタレット」の精神である「By Hand & Heart」を最も体現した1本です。

キャンベルタウンはかつては「世界のウイスキーの首都」と呼ばれ、竹鶴政孝も留学に訪れました。このグレンスコシアは2014年のオー
ナー変更後に酒質が大きく改善。このカンベルタウンハーバーは100%ファーストフィルのバーボン樽原酒を使用。潮の香りが特徴。

現存するスコットランド最古のウイスキー蒸溜所。2019年3月にクリスタル最高峰メゾン「ラリック」グループに合流し、伝説の男「ボブ・ダル
ガーノ」氏をマスターウイスキーメーカーに招聘。アメリカンオーク樽、ヨーロピアンシェリー樽、バーボン樽で熟成した原酒をヴァッティング。

洋酒・ビール

スピリッツチャレンジで金賞受賞！樽熟成した原酒を贅沢に使用しながらコストパフォーマンスに優れたブレンデッドスコッチウイスキー。ア
プリコットや黒糖の香りが特長で口当たりはスムーズでとってもまろやか。甘くマイルドな味わいで水割りやハイボールがおすすめ！

ローモンドスチルで有名なロッホローモンド蒸留所のスタンダード。最上級のファインオークカスクで熟成した、エレガントでフルボディな味わ
いのシングルモルト。

ロッホローモンド蒸留所がローモンドスチルで蒸留した原酒のみを使用したフルーティーなタイプのシングルモルト。春の花々、スイカズラの
魅力的な香り。レモン、タンジェリン、洋ナシ、ジンジャーが層になって現れる。１杯目に最適。

マスターブレンダーの「ビル・ホワイト」氏が厳選したアメリカンオーク樽原酒をマディラワイン樽で後熟。フレッシュなオレンジの香りの後に、
マディラ由来のマジパンやナツメグ、味わいは桃やイチジクなどの果実、バタースカッチやナッツ、余韻にぶどうのタンニンを感じます。

ノンピートモルトを原料に、ストレートネックのポットスチルにて蒸溜。その後に、リフィルのアメリカンオーク樽と、軽くトーストしたリムーザン
産フレンチオーク樽で熟成した原酒をヴァッティングし、約12ヶ月間のマリッジング。フルーティな果実味が非常によく表現されています。

ロッホローモンド蒸留所が手掛けるピーテッドタイプのシングルモルト。リチャーしたアメリカンオークとリフィルしたバーボン樽の組み合わせ
で成熟し、ウッディ―なバニラやスパイスのニュアンスが感じられます。

ロッホローモンド蒸留所が手掛けるピーテッドタイプのシングルモルト。１９９２年に蒸溜され、バーボン樽で25年熟成。スモーキーなピート、
またジューシーなパイナップル・シナモンのアロマが感じられる。

当時のマスタークーパー「トミー・ウォレス」氏が選んだ最高のオークカスクで熟成した18年もの。ノンチル。

2019＆2020年東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション（TWSC）にてスコッチシングルモルト12年以下部門で2年連続１位を獲得したハ
イランドシングルモルト。蒸溜所の顔とも言えるリッチでボリューム感のある12年熟成。

1891年創業のブランドで、今や世界80ヶ国で年間1000万ケースも売れている人気商品！ノンピートで作られるため香りはプラムのように甘
く、味わいはモルトの風味が豊かで親しみやすく、全体のバランスも抜群！

ロッホローモンド蒸留所の多彩な原酒から生み出されるブレンデッドスコッチウイスキー。ほのかにピートが薫る、オークカスク熟成の贅沢
な味わい。

法律上グレーン表記ですが、原料には全量大麦麦芽を使用し、同蒸留所が保有する世界的にも珍しい「コフィースチル」で連続式蒸留を行
う非常にフルーティーなウイスキー。

原料にヘビリーピーテッドモルトを使用し、連続式蒸溜器で蒸溜を行った、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。赤りんごを思わせるフレッシュで華やかな香りはそのままに、余韻にかけて心地よく柔らかなピートを感じます。



商品画像 弊社ｺｰﾄﾞ JAN 商  品  名 度数 入数 容量
希望小売

価格
御注文
CS数

備考

512121 5016840151210 グレンスコシア　ダブルカスク 46 6 700 ¥4,900 希少なキャンベルタウンモルト

キャンベルタウン

514811 5016840772262 グレンスコシア 10年 40 6 700 ¥6,000 希少なキャンベルタウンモルト

キャンベルタウン

512123 5016840171218 グレンスコシア　15年 46 6 700 ¥8,000 希少なキャンベルタウンモルト

キャンベルタウン

512763 5016840192220 グレンスコシア　ヴィクトリアーナ 54.2 6 700 ¥10,500 希少なキャンベルタウンモルト

キャンベルタウン

512624 5016840181200 グレンスコシア　18年 46 6 700 ¥10,900 割当 希少なキャンベルタウンモルト

キャンベルタウン

512622 5016840161226 グレンスコシア　25年 48.8 3 700 ¥60,000 割当
希少なキャンベルタウンモルト
SFWSCで世界最高一獲得！

キャンベルタウン

510812 0747505006280
グレンジストン
ハイランドシングルモルト　バーボンカスク 40 6 750 ¥3,580 蒸留所非公開！「謎のモルト」

512282 0747505012052
グレンジストン
ハイランドシングルモルト　シェリーカスク 40 6 750 ¥3,580 蒸留所非公開！「謎のモルト」

512697 5024720311104 スモークスタック 46 6 700 ¥3,900 どっしりしたピート香が魅力の
スモーキーモルト

<アイリッシュウイスキー>

商品画像 弊社ｺｰﾄﾞ JAN 商  品  名 度数 入数 容量
希望小売

価格
御注文
CS数

備考

512958 5391532290072 ランベイ　スモールバッチブレンド 40 6 700 ¥3,400 11月
入荷予定

カミュのコニャック樽で後熟した
アイリッシュウイスキー

514587 5391532290317 ランベイブレンデッドモルト 43 6 700 ¥5,200 カミュのコニャック樽で後熟した
アイリッシュウイスキー

512957 5391532290058 ランベイ　シングルモルト 40 6 700 ¥6,400 カミュのコニャック樽で後熟した
アイリッシュウイスキー

<ジャパンメイドウイスキー>

商品画像 弊社ｺｰﾄﾞ JAN 商  品  名 度数 入数 容量
希望小売

価格
御注文
CS数

備考

513652 4573286170300
アマハガン　ワールドモルト
エディション №１ 47 6 700 ¥4,900 国内最小規模の蒸溜所！

WWA2020カテゴリー銅賞受賞！

滋賀県

513852 4573286170362
アマハガン　ワールドモルト
エディション №２ 47 6 700 ¥5,400 国内最小規模の蒸溜所！

WWA2020カテゴリー金賞受賞！

滋賀県

513964 4573286170430
アマハガン　ワールドモルト
エディション №３ 47 6 700 ¥6,900 国内最小規模の蒸溜所！

WWA2020カテゴリー最高賞受賞！

滋賀県

514150 4573286170454
アマハガン　ワールドモルト
エディション 山桜 47 6 700 ¥5,900 国内最小規模の蒸溜所！

日本原産「山桜」で後熟した逸品！

滋賀県

514926 4573286171604
アマハガン　ワールドモルト
エディション ピーテッド 47 6 700 ¥5,400 国内最小規模の蒸溜所！

アマハガンのピーテッドタイプ！

滋賀県

<アメリカンウイスキー>

商品画像 弊社ｺｰﾄﾞ JAN 商  品  名 度数 入数 容量
希望小売

価格
御注文
CS数

備考

512152 0850786006099 コーヴァル　ミレット 40 6 750 ¥6,600 シカゴ初のクラフトディスティラリー！

ウイスキー

512153 0850786006006 コーヴァル　ライ 40 6 750 ¥6,600 シカゴ初のクラフトディスティラリー！

ウイスキー

512150 0850786006013 コーヴァル　バーボン 47 6 750 ¥6,820 シカゴ初のクラフトディスティラリー！

バーボン

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！

2014年にリニューアルされたグレンスコシア蒸留所元詰ボトル3アイテムのうち最もハウススタイルを忠実に表現しているのが、アメリカン
オーク製バレルで熟成させた15年熟成のこちら。

この「グレンスコシア ヴィクトリアーナ」は強めにチャーした最上のオーク樽でフィニッシュ。カスクストレングスでのボトリングです。

アメリカンオークバレル＆ペドロヒメネスシェリーカスクでフィニッシュ。初めは甘く、とてもふくよかな口当たり。

特別に選別されたアメリカンオークバレルに24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カ月熟成をしております。サン
フランシスコスピリッツコンペティション2021で世界一を受賞。

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。

琵琶湖の畔に佇む日本最小規模の蒸溜所。海外のモルトウイスキーをベースに、長濱蒸溜所のモルトを絶妙にブレンド。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。

ノンピートモルト原酒を1st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感じられる一品です。

琵琶湖の畔に佇む日本最小規模の蒸溜所。海外のモルトウイスキーをベースに長濱蒸溜所の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。

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う。コニャック由来のフローラルな香りが特徴。

アイリッ シュ伝統の3回蒸溜。バーボンカスクで熟成後にカミュのコニャック樽で後熟。モルティーで甘い香りに熟したバナナ。ココナッツやフ
ルーツの味わい。ウェアハウスはランベイ島の海風にさらされる為ソルティなニュアンスも。

琵琶湖の畔に佇む日本最小規模の蒸溜所。海外のモルトウイスキーをベースに、長濱蒸溜所のモルトを絶妙にブレンド。「Edition 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。

アイラとハイランドの蒸溜所のシングルモルト原酒を厳選してヴァッティング。フェノール値30ppm のヘビリーピーテッドモルトです。まるで暴
走する機関車のように襲いくるピートの香りに溶け合った心地よいバニラ香。ハイボールでも崩れない濃厚でコクのある味わいです。

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。

3か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。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。

琵琶湖の畔に佇む日本最小規模の蒸溜所。海外のモルトウイスキーをベースに、長濱蒸溜所のモルトを絶妙にブレンド。「Edition 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施しました。

琵琶湖の畔に佇む日本最小規模の蒸溜所。当蒸溜所が所有するピートタイプの海外モルトウイスキーとノンピート原酒、そして3年熟成を
迎える長濱蒸溜所のモルトを絶妙にブレンド。厚みのある味わい、スモーキーなフレーバーが特徴です。

豊かで味わい深く、どこまでもまろやかで飲みやすいウイスキーです。契約農家から直接買い付けた原材料を採用し、ハートカットと呼ばれ
る、味わいの最も安定した部分のみを使用。バランスに優れた心地よい時間をお愉しみいただけます。

The Wall Street Journal誌にて大絶賛されシカゴで絶大な人気を誇っています。こだわりのライ麦を100％使用したその味わいは、きりっとド
ライ。口に含んだ瞬間に、その豊かなスパイシーさが弾けます。

ミネソタ産のアメリカンオークの新樽を、ヘビーチャーして使用。原料に100％オーガニックのコーンとミレーをブレンドしたバーボン。チャード
バレルの良さも最大限に活かした穏やかな甘さと柔らかいバニラ香り。口当たりがよく薫り高い仕上がりです。



商品画像 弊社ｺｰﾄﾞ JAN 商  品  名 度数 入数 容量
希望小売

価格
御注文
CS数

備考

512151 0850786006020 コーヴァル　フォーグレーン 47 6 750 ¥6,820 シカゴ初のクラフトディスティラリー！

ウイスキー

51425091 4570045901489 コーヴァル ウイスキーギフトパック - 6 200×3 ¥7,040 シカゴ初のクラフトディスティラリー！

ウイスキー

513084 0080660140353 ケンタッキージェントルマン 40 12 750 ¥1,280 休売
バーボン最大手が手掛ける
スタンダードバーボン

バーボン

513034 0080660140315 ケンタッキージェントルマン 40 6 1,750 ¥2,680 バーボン最大手が手掛ける
スタンダードバーボン

バーボン

510329 0680203020175 ジョニードラム　ブラックラベル 43 12 750 ¥2,480 休売 ＳＷＳＣダブルゴールド受賞！

バーボン

510308 0680203020571 ジョニードラム　プライベートストック 50.5 6 750 ¥4,980 力強いバーボンの代名詞

バーボン

<その他国ウイスキー>

商品画像 弊社ｺｰﾄﾞ JAN 商  品  名 度数 入数 容量
希望小売

価格
御注文
CS数

備考

512366 3770004582044
ロゼリュール　フレンチ
シングルモルト　オリジナル 40 6 700 ¥3,900 珍しいフレンチシングルモルト

フランス

512365 3770004582068
ロゼリュール　フレンチシングルモルト　スモーク
ド 46 6 700 ¥4,800 珍しいフレンチシングルモルト

フランス

512892 3233990002328 アルモリック　クラシック 46 6 700 ¥4,700 世界が認めるフレンチシングルモルト

フランス

512893 3233990003707 アルモリック　シェリーカスク 46 6 700 ¥5,800 世界が認めるフレンチシングルモルト

フランス

512895 3233990004247 アルモリック　トリアゴーズ 46 6 700 ¥6,900 世界が認めるフレンチシングルモルト

フランス

512896 3233990004254 アルモリック　デルヴェン 46 6 700 ¥7,300 世界が認めるフレンチシングルモルト

フランス

513955 7340191509955 ハイコースト エルヴ 46 6 700 ¥6,500 世界遺産「ハイコースト」の豊かな自
然が育むウイスキー

スウェーデン

513979 7350076383921 ハイコースト ティンマー 48 6 700 ¥6,500 世界遺産「ハイコースト」の豊かな自
然が育むウイスキー

スウェーデン

514201 7340191509832 ハイコースト ベルグ 50 6 700 ¥6,500 世界遺産「ハイコースト」の豊かな自
然が育むウイスキー

スウェーデン

513980 7350076383945 ハイコースト ハヴ 46 6 700 ¥6,500 世界遺産「ハイコースト」の豊かな自
然が育むウイスキー

スウェーデン

512799 9320255000145 サリヴァンズコーヴ　ダブルカスク 40 6 700 ¥32,000 入荷未定
入手困難！
話題のタスマニアシングルモルト

オーストラリア
/タスマニア

512800 9320255000305 サリヴァンズコーヴ　アメリカンオーク 47.5 6 700 ¥50,000 入荷未定
入手困難！
話題のタスマニアシングルモルト

オーストラリア
/タスマニア

512882 5128820000002 サリヴァンズコーヴ　フレンチオーク 47.5 6 700 ¥85,000 入荷未定
WWA2014において世界一に
輝いた激レアシングルモルト

オーストラリア
/タスマニア

514016 4580404828319 ベルグローブ　ライウイスキー 46 6 500 ¥17,000 オーストラリアでクラフトプロデュー
サーオブザイヤー2019」を受賞

オーストラリア
/タスマニア

514015 4580404828326
ベルグローブ　ライウイスキー
ブレンデッド 61 6 500 ¥27,000 オーストラリアでクラフトプロデュー

サーオブザイヤー2019」を受賞

オーストラリア
/タスマニア

513944 9321651800452 ラーク　クラシックカスク 43 6 500 ¥18,000 タスマニアンウイスキーの父が手掛
ける！

オーストラリア
/タスマニア

フランス北部ロレーヌで造られるウイスキー。シェリー樽とコニャック樽の３－５年熟成原酒をバッティング

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る。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。

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！

ケンタッキー州ネルソン郡バーズタウンにあるバートン・ディスティリング社の自信作バーボン。4年以上熟成させたトウモロコシ、大麦、ライ
麦の芳香がすばらしく、カラッとした口当たりとスッキリした切れ味が魅力です。

地球上で最もクリーンな空気と水を持つ島であると世界で認められたオーストラリア本土の南方海上に位置するタスマニア島からシングル
モルトウイスキー。フルーティーなアメリカンオーク。日本への割り当ては極少量。

2010年ハイコースト（当時はボックス蒸溜所）はスウェーデン南部ダーレン地方に設立。エルヴは「川」を意味する。100％ノンピートモルトを
使用し、サイズが異なる2種の1st フィルバーボン樽で約6年熟成した、繊細なバニラの風味が 特徴のシングルモルトです。

ティンマーは「材木」を意味する。フェノール値が約46ppm のピートモルトを100％使用。サイズの異なる2種の1stフィルのバーボン樽で約6
年熟成した、スモーキーかつバニラの甘み豊かなシングルモルトです。

「山」を意味するベルグは、ノンピートモルトを100％使用しバーボン樽で約２年間の熟成の後にペドロヒメネスのシェリー樽でさらに２年の後
熟を行いました。レーズンやスパイスなど明確で豊かなシェリーの特徴を持ち、長く温かいフルーツケーキの余韻をお楽しみ下さい。

2012年に蒸留した原酒を１stフィルのブルターニュ産オーク樽で４年以上熟成。世界2,000本限定。

50ｐｐｍのピーテッドモルトを使用しバーボン樽で熟成を行った、アルモリック初のピーテッドモルト。

ポットスチルで2回蒸溜し、熟成年数の異なるバーボン樽原酒とシェリー樽原酒を丁寧にヴァッティング。ヘーゼルナッツを想わすようなエレ
ガントな香りとコクのある味わいが特徴です。

ミレット40％、ライ40％、フォーグレーン47％ 200mlが各1本入ったギフトパック。

ケンタッキー州ネルソン郡バーズタウンにあるバートン・ディスティリング社の自信作バーボン。4年以上熟成させたトウモロコシ、大麦、ライ
麦の芳香がすばらしく、カラッとした口当たりとスッキリした切れ味が魅力です。

ヴァレンギエム蒸溜所が初めてリリースするシェリー樽熟成のアルモリック。アルモリックの特徴とも言える華やかな香りに、オロロソシェ
リー由来のスパイシーで リッチな深みが加わりました。

ハヴは「海 」を意味する。ピートモルト25％とノンピートモルト75％をヴァッティング。小さな40リットルのヴァージンハンガリー、もしくはス
ウェーデンオーク樽で約5か月熟成した後、1stフィルのバーボン樽で約6年熟成した、フルーティーでスパイシーなシングルモルトです。

地球上で最もクリーンな空気と水を持つ島であると世界で認められたオーストラリア本土の南方海上に位置するタスマニア島からシングル
モルトウイスキー。アメリカンオークとフレンチオークで熟成。日本への割り当ては極少量。

ベルグローブは世界有数のエコロジカルな蒸留所として2010年に創業。自身の農場で作られたライ麦を100％原料。加水を行わいなカスク
ストレングス。パッションフルーツのようなフローラル香り。スパイシーさがトップにくるが、バニラの甘味を後から感じる。

1839年にタスマニア最後の蒸留所が閉鎖されて以来、約150年ぶりに認可されたラーク蒸溜所。タスマニアンウイスキーの父として知られ
るビル・ラーク氏が手掛ける世界クラスの品質。厳選された小さな樽で熟成。甘いバタースコッチと柑橘系果実の風味が特徴。

大麦麦芽、小麦、ライ、オーツの4種類の原料を配合したこのフォーグレーンウイスキーは、ミネソタから取り寄せたこだわりのヘビーチャー
ドオークの新樽で熟成。豊かな香りと繊細なスパイシーさ、そして良質なスモーキーさをお愉しみいただけます。

フランス北部ロレーヌで造られるウイスキー。２０ｐｐｍのミディアムピーテッド麦芽を使用。フィノ・オロロソ・ペドロヒメネス３種のシェリーを絶
妙にバッティング。

地球上で最もクリーンな空気と水を持つ島であると世界で認められたタスマニア島で造られるウイスキー。原料の大麦は１００％タスマニア
産で、発酵、蒸留、熟成、瓶詰も全て島内で行っています。日本への割り当ては極々少量。

ベルグローブは世界有数のエコロジカルな蒸留所として2010年に創業。自身の農場で作られたライ麦を100％原料。ライ麦らしいスパイ
シーさに加え、カモミールの華やかなフレーバーが後に続く。ボディは比較的に軽やかなタイプ。



商品画像 弊社ｺｰﾄﾞ JAN 商  品  名 度数 入数 容量
希望小売

価格
御注文
CS数

備考

513945 9321651800483 ラーク　カスクストレングス 58 6 500 ¥20,000 入荷未定
タスマニアンウイスキーの父が手掛
ける！

オーストラリア
/タスマニア

514014 4580404828333 オールドケンプトン　ポートカスク 59.3 6 500 ¥35,000 パドックトゥボトルのタスマニアン・ウ
イスキー！

オーストラリア
/タスマニア

514013 4580404828340 オールドケンプトン　ピノカスク 62.7 6 500 ¥35,000 パドックトゥボトルのタスマニアン・ウ
イスキー！

オーストラリア
/タスマニア

512508 4711588854232 オマー　バーボンタイプ 46 6 700 ¥4,900 台湾第二の蒸留所が造る
話題のシングルモルト！

台湾

512507 4711588854225 オマー　シェリータイプ 46 6 700 ¥5,900 台湾第二の蒸留所が造る
話題のシングルモルト！

台湾

<ブランデー>

商品画像 弊社ｺｰﾄﾞ JAN 商  品  名 度数 入数 容量
希望小売

価格
御注文
CS数

備考

520111 3014400195331 シュバリエ・アポロン　ナポレオン 36 12 700 ¥1,380 安旨ブランデー！

520220 3574510011629 ヘンリー１５世　ブランデーＸＯ 37 12 700 ¥1,280 レミーマルタンに原酒を提供！

529526 3187460001154 オージエ　オセアニック 40.1 700 ¥7,000 世界最古のコニャックハウス！

コニャック

529527 3187460001147 オージエ　ソヴァージュ 40.8 700 ¥7,000 世界最古のコニャックハウス！

コニャック

529528 3187460001130 オージエ　サンギュリエ 40.1 700 ¥8,700 世界最古のコニャックハウス！

コニャック

<ウォッカ>

商品画像 弊社ｺｰﾄﾞ JAN 商  品  名 度数 入数 容量
希望小売

価格
御注文
CS数

備考

600135 8414771858548 イガノフ　ウォッカ 37.5 6 700 ¥980 コスパ抜群！

スペイン

600597 0619947000020 ティトーズ　ハンドメイド　クラフトウォッカ 40 12 750 ¥3,700 全米蒸留酒売上№１のアメリカン・
ウォッカ！

アメリカ

60112791 0619947000068
ティトーズ　ハンドメイド　クラフトウォッカ
ミニチュア瓶 40 60 50 ¥300 全米蒸留酒売上№１のアメリカン・

ウォッカ！

アメリカ

600575 7350043200015 ピュリティ　ウォッカ 40 6 700 ¥5,000 １３０個以上もの金賞を受賞！

スウェーデン

<ジン>

商品画像 弊社ｺｰﾄﾞ JAN 商  品  名 度数 入数 容量
希望小売

価格
御注文
CS数

備考

600890 0628451773108 エンプレス　1908　ジン 42.5 6 750 ¥4,500 トニックを入れると色が変わる！

カナダ

601278 5016840333357 ベンローモンド　ジン 43 6 700 ¥3,200 入荷未定
ロッホローモンド蒸溜所が
手掛けるプレミアムジン

スコットランド

600523 5060334032011 エデンミル　ゴルフジン 42 6 500 ¥2,900 入荷未定
有名ゴルフコースをモチーフにした
ジン

スコットランド

600900 7350064520079 ヘルノ　オールドトム　ジン 43 6 500 ¥4,500 ワールドジンアワードで２年連続で
世界一に輝いたオールドトムジン！

スウェーデン

600897 7350064520024 ヘルノ　ロンドンドライ　ジン 40.5 6 500 ¥4,500 世界最高峰のジントニック！

スウェーデン

フランスの大手メーカーによるフレンチ・ブランデー。甘い香りのなかにまろやかな風味が広がる古酒のブレンド。水割りもオススメ！

老舗コニャックメゾン「ヴィネ・デルペシェ」社のフレンチブランデー。あのレミーマルタンの原酒に使われるほど、洗練された非常に優雅で気
品のあるアロマ。

オールドケンプトン蒸留所（旧レッドランズ蒸留所）は、原料を生育から、最終ボトリングまので工程を蒸溜所の敷地内で全て行うパドックトゥ
ボトルを採用。ピノノワールを熟成した樽に3年間熟成したウイスキー。華やかな香りに、葡萄由来の甘く芳醇な深み。

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。

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。

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「WINE ENTHUSIAST」でウォッカとして初の95点という最高得点を獲得！

ロッホローモンド蒸溜所が手掛けるスコットランド「らしさ」をたっぷり詰めたロンドンドライジン。商品名の「ベンローモンド」はローモンド湖の
近くにあるシンボル的な山。11種類のボタニカルを用い、メインは蒸溜所の周りに自生している「ローワンベリー」を手摘みして使用。

厳選されたナチュラルでオーガニックなボタニカルによって造らた丸みのある柔らかな味わいが特徴です。世界で最も権威ある品評会の一
つであるＩＷＳＣにおいて「ワールドベストロンドンドライジン」と「ワールドベストジントニック」に選出！

スコットランドで2014年に蒸溜を開始。有名なゴルフコース「セントアンドリュース」がモチーフ。ひょうたん型のユニークな蒸溜器内にボタニ
カルが入ったかごを吊り下げ、蒸気を通す事によって香味を抽出するヴェイパーインフュージョン方式を採用。

ヘルノは2012年に稼働したスウェーデン初のジン専門蒸溜所。このオールドトムジンはワールドジンアワードにおいて全カテゴリーから唯一
となる２年連続世界一に輝きました！華やかな香りと甘みのある味わいを持つ秀逸なバランスのジンです。

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。

実に１３０個以上もの金賞を受賞した話題のプレミアムウォッカ。３４回の蒸留を行うことで濾過が不要、ウォッカ本来の味わいをそのまま残
したフルボディの味わいです。

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「WINE ENTHUSIAST」でウォッカとして初の95点という最高得点を獲得！

スペインの大手メーカーが手掛ける高品質＆低価格のウォッカ。厳選された穀物を原料に、３段階の蒸留を経て活性炭で濾過。雑味が少
なく、クリアな味わいなのでカクテルベースに最適です。

1643年にフィリップ・オージエにより設立された世界最古のコニャックハウスです。「シングルテロワール」、「シングルグレープ」、「シングル
ディスティレーションメソッド」がコンセプト。土壌：フィーヌ シャンパーニュ、品種：フォルブランシュ100％、蒸溜：ナチュラル(澱2～6%)。

1643年にフィリップ・オージエにより設立された世界最古のコニャックハウスです。「シングルテロワール」、「シングルグレープ」、「シングル
ディスティレーションメソッド」がコンセプト。土壌：プティット シャンパーニュ、品種：ユニブラン100％、蒸溜：濃厚(澱7～15%)。

1643年にフィリップ・オージエにより設立された世界最古のコニャックハウスです。「シングルテロワール」、「シングルグレープ」、「シングル
ディスティレーションメソッド」がコンセプト。土壌：ボア オルディネール、品種：ユニブラン100％、蒸溜：ナチュラル(澱0～2%)。

1839年にタスマニア最後の蒸留所が閉鎖されて以来、約150年ぶりに認可されたラーク蒸溜所。タスマニアンウイスキーの父として知られ
るビル・ラーク氏が手掛ける世界クラスの品質。ポートカスク由来のドライフルーツの香りとクリーミーな味わいが特徴。

オールドケンプトン蒸留所（旧レッドランズ蒸留所）は、原料を生育から、最終ボトリングまので工程を蒸溜所の敷地内で全て行うパドックトゥ
ボトルを採用。ポートワインを熟成した樽に3年間熟成したウイスキー。ブラックチョコレートとミントの風味、なめらかな口当たり。



商品画像 弊社ｺｰﾄﾞ JAN 商  品  名 度数 入数 容量
希望小売

価格
御注文
CS数

備考

600898 7350064520031 ヘルノ　ネイビーストレングス　ジン 57 6 500 ¥5,400 濃密で力強いボタニカル

スウェーデン

600380 0850786006082 コーヴァル　ドライ ジン 47 6 500 ¥4,070 シカゴ初のクラフトディスティラリー！

アメリカ

60131091 0850786006181 コーヴァル　ドライ ジン 47 12 200 ¥1,980 シカゴ初のクラフトディスティラリー！

アメリカ

600434 0850786006174 コーヴァル　バレルド ジン 47 6 500 ¥4,620 シカゴ初のクラフトディスティラリー！

アメリカ

<ラム>

商品画像 弊社ｺｰﾄﾞ JAN 商  品  名 度数 入数 容量
希望小売

価格
御注文
CS数

備考

601458 7441001111464
ロイヤル センテナリオ 9年
コンメモラティヴォ 40 6 700 ¥3,000 10月19日

発売予定
スコッチ樽ですべての熟成を行うコ
スタリカ産ラム！

コスタリカ

601459 7441001112478
ロイヤル センテナリオ 12年
グランレガド 40 6 700 ¥4,000 10月19日

発売予定
スコッチ樽ですべての熟成を行うコ
スタリカ産ラム！

コスタリカ

600944 7441001174186
ロイヤル センテナリオ 20
システマソレラ フンダシオン 40 6 700 ¥7,000 10月19日

発売予定
スコッチ樽ですべての熟成を行うコ
スタリカ産ラム！

コスタリカ

600945 7441001174223
ロイヤル センテナリオ 30
システマソレラ エディション リミターダ 40 6 700 ¥15,000 10月19日

発売予定
スコッチ樽ですべての熟成を行うコ
スタリカ産ラム！

コスタリカ

601239 8719322640321 ケーンアイランド　ニカラグア 12年 43 6 700 ¥5,000 TWSC2020で最高金賞受賞！
ラムの頂点を極めた味わい。

ニカラグア

601240 8712983527246 ケーンアイランド　バルバドス 8年 43 6 700 ¥5,000 フォースクエアでこの価格は驚き！

バルバドス

601242 8719322640390 ケーンアイランド　オーストラリア 4年 43 6 700 ¥4,500 ボトラーからのリリースは珍しい、
オーストラリア産ラム！

オーストラリア

601243 8712983052670 ケーンアイランド　ジャマイカ 40 6 700 ¥3,980 ジャマイカン・ラムの魅力を存分に体
現したラム！

ジャマイカ

601244 8712983052687 ケーンアイランド　キューバ 40 6 700 ¥3,980 キューバン・ラムらしい強く主張しな
い南国の楽園の味わい！

キューバ

600132 8414771860138
カヨ・グランデ
ブランコ　レゼルバ　ラム 37.5 6 700 ¥1,050 コスパ抜群！

スペイン

600133 8414771860527
カヨ・グランデ
アネホ　レゼルバ　ラム 37.5 6 700 ¥1,050 コスパ抜群！

スペイン

600317 8414771865041
カヨ・グランデ
スパイスド・ラム 35 6 700 ¥1,280 コスパ抜群！

スペイン

600391 6091313665714 モーリシャス　ロムクラブ 40 6 700 ¥3,900 天国に一番近い島「モーリシャス」の
セレブラム

モーリシャス

600392 6091313661907 ゴールド・オブ・モーリシャス 40 6 700 ¥5,400 天国に一番近い島「モーリシャス」の
セレブラム

モーリシャス

600393 6091313664700 ソレラ5　ゴールド・オブ・モーリシャス 40 6 700 ¥6,500 天国に一番近い島「モーリシャス」の
セレブラム

モーリシャス

<テキーラ>

商品画像 弊社ｺｰﾄﾞ JAN 商  品  名 度数 入数 容量
希望小売

価格
御注文
CS数

備考

600891 7501233712843 ロス・コラレス　ゴールド　テキーラ 38 12 750 ¥1,480 コスパ抜群！

メキシコ

600892 7501233712836 ロス・コラレス　シルバー　テキーラ 38 12 750 ¥1,480 コスパ抜群！

メキシコ

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るオーナーが、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。カカオニブの甘くナッティーな香り。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。

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るオーナーが、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。ナッティーな辛口バーボンバレルの香り。バランスの良い収斂感ある味わい。ややオイリーな余韻。

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るオーナーが、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。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。

コストパフォーマンス抜群の本格テキーラ！アガベにこだわった雑味の少ないスムーズな口当たりと味わいが特長です。ストレートはもちろ
ん、カクテルベースにぴったりな１本です。

コストパフォーマンス抜群の本格テキーラ！アガベにこだわった雑味の少ないスムーズな口当たりと味わいが特長です。ストレートはもちろ
ん、カクテルベースにぴったりな１本です。

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るオーナーが、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。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。口当たりは柔らかく甘い。

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るオーナーが、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。ほのかな甘み、なめらかな酒質、温かいオレンジの香り。キューバらしいラムでノーストレスで飲めます。

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行いました。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楽しみいただけます。

熟成することにより、心地よい豊かな香りとコクを備えたゴールドラムです。ストレートやオンザロックはもちろん、カクテルベースや製菓材料
としても最適です。

熟成したラムにバニラなど独自のレシピで風味をつけ、トロピカルでまろやかな味わいに仕上げています。ロックはもちろん、コーラなどの
割り材との相性もバツグン！南国の雰囲気たっぷりのカクテルがお手頃に楽しめます！

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100%使用。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。最も甘口のスタイ
ル。

フランスにルーツを持つベステル家が、モーリシャスで造り出したダークラム。アメリカンバーボンオーク樽とソレラシステムで熟成させた味
わいは、クリーミーでまろやかな味わいに仕上がっています。

マルティニークを含むフランス語圏のラムコンペ"TOP RUM"でゴールドメダルを連続受賞したリッチ・クォー社のダークラム。南国の楽園マ
ルティニークの名産であるサトウキビを蒸溜してできたスピリッツをマラスキーノチェリー樽で熟成。シェリーカスクでフィニッシュ。

モーリシャス島で最高のアロマと純粋なラムを合わせ、オーク、モルト、ローストナッツの香りが軽やかに広がる仕上がりです

キューバ産の原酒を使用しており、濃厚な味わいが特徴のラム。カクテルベースや製菓材料として最適です。コーラやジュースで割るだけ
でお手軽カクテルが楽しめます。

 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種類のボタニカルを使用。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。

淡いゴールド。オレンジピールやジュニパーの爽やかな香りが心地よく、オイリーさとコクの後にシトラスが優しく広がります。 ほのかに樽香
を感じますがドライで、やわらかさの中に豊かなアロマをお愉しみいただけます。

鼻に抜けるジュニパーとワイルドフラワーの香りが心地よく、ドライな味わいの中に鮮烈さを表現しています。ジン本来の微かな苦味とシトラ
スの酸味がはじけ、丸みのあるアロマが味を締めています。クラッシックなドライマティーニやジントニックに。

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。究極の甘口ラムです。

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。やや甘口となるスタイルで、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。



商品画像 弊社ｺｰﾄﾞ JAN 商  品  名 度数 入数 容量
希望小売

価格
御注文
CS数

備考

600131 8414771854601
トレス・ソンブレロス
シルバー　テキーラ 38 6 700 ¥1,480 アガベを贅沢に使用！

メキシコ

600130 8414771860824
トレス・ソンブレロス
ゴールド　テキーラ 38 6 700 ¥1,480 アガベを贅沢に使用！

メキシコ

<リキュール>

商品画像 弊社ｺｰﾄﾞ JAN 商  品  名 度数 入数 容量
希望小売

価格
御注文
CS数

備考

700481 9351651000064 スリングショット　ピンクピーチ 16 24 30×3 ¥700 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

700477 9351651000293 スリングショット　エックスオンザビーチ 16 24 30×3 ¥700 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

700480 9351651000057 スリングショット　カミカゼ 16 24 30×3 ¥700 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

700478 9351651000071 スリングショット　シーセニョール 16 24 30×3 ¥700 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

700476 9351651000040 スリングショット　ジャガーノート 16 24 30×3 ¥700 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

700582 9351651001696
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 20 24 30×3 ¥800 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

700583 9351651001702
スリングショット　ジン
レモンブルーベリー&ミント 20 24 30×3 ¥800 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

700588 4580404829248 スマショット　サワーメロン 16.4 120 20 ¥250 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

700589 4580404829217 スマショット　サワーコーラ 16.4 120 20 ¥250 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

700624 4570045906804 スマショット　ジャングルフルーツ 16.4 120 20 ¥250 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

600560 8410837827060 アレンタドール　ロゼ 30 6 700 ¥2,500 いちご香る、ピンク色のフレーバーテ
キーラ！

スペイン

700519 0850786006471
コーヴァル
クランベリー ジンリキュール 30 6 500 ¥3,080 シカゴ初のクラフトディスティラリー！

アメリカ

700122 3376370091779 ラフォン　クレーム・ド・カシス 15 12 700 ¥1,180 バーテンダーに選ばれる、老舗のフ
ランス製リキュール

フランス

700123 3376370091809 ラフォン　ライチ 15 12 700 ¥1,180 バーテンダーに選ばれる、老舗のフ
ランス製リキュール

フランス

700124 3376370091830 ラフォン　マンゴー 18 12 700 ¥1,180 バーテンダーに選ばれる、老舗のフ
ランス製リキュール

フランス

700126 3376370092226 ラフォン　クレーム・ド・ペシェ 15 12 700 ¥1,180 バーテンダーに選ばれる、老舗のフ
ランス製リキュール

フランス

700131 3376370092981 ラフォン　クレーム・ド・フランボワーズ 15 12 700 ¥1,180 バーテンダーに選ばれる、老舗のフ
ランス製リキュール

フランス

700132 3376370092974 ラフォン　クレーム・ド・ブルーベリー 15 12 700 ¥1,180 バーテンダーに選ばれる、老舗のフ
ランス製リキュール

フランス

700135 3376370097917 ラフォン　クレーム・ド・バナナ 15 12 700 ¥1,180 バーテンダーに選ばれる、老舗のフ
ランス製リキュール

フランス

700136 3376370094206 ラフォン　ブルーキュラソー 15 12 700 ¥1,180 バーテンダーに選ばれる、老舗のフ
ランス製リキュール

フランス

老舗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。完熟イエ
ローバナナの甘い香りが魅惑的なリキュール。

竜舌蘭を原料に造られるテキーラ。その原酒はアガベと言われ、その割合が高いほど、フレッシュで高級とされています。このテキーラはそ
のアガベを81％も使用した本格派。お手軽なコーラ割りやジュース割りなどで、簡単にテキーラカクテルを楽しめます。

トリプルセック＆ライム。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、パーティーで盛り上がること間違いなし！カ
ラフルで女性にも大人気！アルコール度数16％と控えめ。甘みを切り裂くするどいキレ味！

竜舌蘭を原料に造られるテキーラ。その原酒はアガベと言われ、その割合が高いほど、フレッシュで高級とされています。このテキーラはそ
のアガベを81％も使用した本格派。ライムを口へ搾り入れ、塩を舐めつつストレートで飲むのが地元流。

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。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。JANコード（単品：4570045906804/ボール：4570045906811/ケース：4570045906828）

老舗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。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。

老舗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。甘酸っぱい
香りがカクテルの幅を広げてくれます。

老舗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。ライチの繊
細な香りとみずみずしく上品な味わいが特長です。

老舗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。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長のリキュール。

老舗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。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。

老舗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。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。

ラズベリー＆パイナップル。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、パーティーで盛り上がること間違いなし！
カラフルで女性にも大人気！アルコール度数16％と控えめ。燃え上がるように甘酸っぱくトロピカル！

ピーチ＆クランベリー。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、パーティーで盛り上がること間違いなし！カラ
フルで女性にも大人気！アルコール度数16％と控えめで、グイグイいけちゃいます！キュートでかわいいハピネステイスト！

老舗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。厳選したカ
シス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。

アメリカ中西部にある契約農家のオーガニッククランベリーをドライジンにブレンド。13種類のボタニカルを使用。フルーティーでほろ苦い甘
さが広がります。スパークリングワインやトニックウォーター、ソーダを加えるだけで休日のアペリティフが華やかなものに変わります。

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。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。JANコード（単品：4580404829217/ボール：4580404829224/ケース：4580404829231）

メキシコ産のテキーラを使用し、30％でボトリング。見た目にも鮮やかなピンク色をしたフレーバーテキーラ。グラスに注ぐと甘いイチゴの香
りが漂います。いちごシロップのような味わいで甘みがありつつも爽やかな口当たりが女性にも大人気です。

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。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。　JANコード（単品：4580404829248/ボール：4580404829255/ケース：4580404829262）

ウォーターメロン＆キューカンバー。２種類のジンベース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、パーティーで盛り上が
ること間違いなし！カラフルで女性にも大人気！アルコール度数20％と控えめ。カクテルで人気のキューカンバーフレーバー！

レモンブルーベリー&ミント。２種類のジンベース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、パーティーで盛り上がること間
違いなし！カラフルで女性にも大人気！アルコール度数20％と控えめ。甘酸っぱさと爽快さがミックス！

アガベ＆ライム。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、パーティーで盛り上がること間違いなし！カラフルで
女性にも大人気！アルコール度数16％と控えめ。ビバ！ライム！爽やかメキシカン！

エナジーフレーバー＆ハーブ。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、パーティーで盛り上がること間違いな
し！カラフルで女性にも大人気！アルコール度数16％と控えめ。気分スッキリ！エナジー＆ハーブ！



商品画像 弊社ｺｰﾄﾞ JAN 商  品  名 度数 入数 容量
希望小売

価格
御注文
CS数

備考

700163 3376370105452 ラフォン　クレーム・ド・フレーズ 15 12 700 ¥1,180 バーテンダーに選ばれる、老舗のフ
ランス製リキュール

フランス

700680 3376370123432 ラフォン　ピンクグレープフルーツ 15 12 700 ¥1,180 バーテンダーに選ばれる、老舗のフ
ランス製リキュール

フランス

700284 3376370123531 ラフォン　パッションフルーツ 18 12 700 ¥1,180 バーテンダーに選ばれる、老舗のフ
ランス製リキュール

フランス

700141 3032230107782 ココラブ　ココナッツリキュール 21 6 700 ¥1,180 南国気分を味わえる
ココナッツリキュール

フランス

700166 8410837826209 カフェティーノ　コーヒーリキュール 17 6 700 ¥1,080 おしゃれボトルのコーヒーリキュール

スペイン

商品画像 弊社ｺｰﾄﾞ JAN 入数
希望小売

価格
御注文
CS数

備考

993014 4580509200010 12 ¥680 自分で手軽にウッドフィニッシュ！

混載２ケース以上
（荷姿は２合）

993012 4580509200034 12 ¥880 自分で手軽にウッドフィニッシュ！

混載２ケース以上
（荷姿は２合）

993013 4580509200027 12 ¥880 自分で手軽にウッドフィニッシュ！

混載２ケース以上
（荷姿は２合）

993045 4580509200164 12 ¥880 自分で手軽にウッドフィニッシュ！

混載２ケース以上
（荷姿は２合）

<国産ビール>

商品画像 弊社ｺｰﾄﾞ JAN 商  品  名 度数 入数 容量
希望小売

価格
御注文
CS数

備考

303026 4573286170010 長浜　IPA　スペシャル　缶 6.0 24 350 ¥350 長濱浪漫ビールが手掛ける
クラフトビール！

単品2ケース以上

<輸入ビール>

商品画像 弊社ｺｰﾄﾞ JAN 商  品  名 度数 入数 容量
希望小売

価格
御注文
CS数

備考

302227 8410793331939 イネディット　330ml 4.8 24 330 ¥450 エルブジのフェランアドリアが生み
出した究極のプレミアムビール

スペイン

302222 8410793333179 イネディット　750ml 4.8 12 750 ¥1,260 エルブジのフェランアドリアが生み
出した究極のプレミアムビール

スペイン

30244391 8410793330802 イネディット　キーケグ　20L 4.8 1 20,000 オープン ビールサーバー用20Lケグ登場！

スペイン

302224 8410793282934 エストレージャ　ダム 4.6 24 330 ¥298 FCバルセロナ公式スポンサー

スペイン

302240 8410793032935 ボルダム　ダブルモルト 7 24 330 ¥298 金賞多数の実力派ビール

スペイン

302305 8410793262936 ダウラ　グルテンフリー　ラガービール 5 24 330 ¥450 機能性と味わいを両立した
グルテンフリービール！

スペイン

302198 8710956001328
ヘルトック・ヤン
グランド・プレステージ 10 8 500 ¥1,180 オランダ産の陶器入りバーレーワイン

オランダ

708461 8714800027922 ホーランド　インポート 4.6 24 330 ¥130 飲み飽きしないオランダ産新ジャンル

オランダ

302156 0042572062000 シェッファーホッファー 5.0 24 330 ¥298 小麦ビールのシャンパン！

ドイツ

302167 0042572050311 ラーデベルガー　缶 4.8 24 330 ¥288 ドイツNo.1プレミアムビール！

ドイツ

老舗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。ピンクグレー
プフルーツの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。

ココナッツフレーバーでカクテル！常夏の演出には欠かせません！カクテルベースとして大活躍のココナッツリキュール。

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。

配送ロット：【本州、九州、四国】2ケース以上で送料無料。【北海道】混載5ケース以上で送料無料（洋酒・ビールとの混載可、ワインとの混載不可）。【沖縄本土】1個口あたり2,400円の送料を頂戴します。離島（沖
縄以外も含む）への送料は別途お問い合わせください。ケース単位でご注文ください。バラ不可。※ロット未満でのご注文の場合は1個口あたり480円の送料を頂戴します。

琵琶湖の畔に佇むクラフトビールメーカーが手掛けるIPA。ホップ由来の華やかでフルーティーな香りと鮮烈な苦味が愉しめます。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。ワールド・ビア・アワード2021でIPAイングリッシュスタイルとしてカントリーウイナー獲
得！

複雑かつ円熟極まるヘヴィな味わい。4種類のモルトを特製ブレンドによって造られたダークでヘビィなスペシャルビール。フルボディで複雑
な味わい、甘味・苦味による重厚感のある円熟味を与えてくれる。※賞味期限表記なし

本場ヨーロッパの飲みごたえ！ビール大国オランダ産の新ジャンル！厳選された麦とホップを使用し、爽快な喉越しとどっしりとした苦味を
両立。そのしっかりとした味わいが、和洋中を問わず料理との相性抜群です。

ビールの本場フランクフルトで造られている小麦ビールです。ほのかに甘くフルーティな香りとすっきり爽やかな味わいでどんな料理にも
ぴったり！数多くの国際コンクールでの受賞歴もある地元NO,1ビールです！

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
が特長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。

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。

配送ロット：【本州、九州、四国】混載2ケース以上で送料無料。【北海道】混載5ケース以上で送料無料（洋酒・ビールとの混載可、ワインとの混載不可）。【沖縄本土】1個口あたり2,400円の送料を頂戴します。離島（沖縄以外も含む）
への送料は別途お問い合わせください。ケース単位でご注文ください。バラ不可。※ロット未満でのご注文の場合は1個口あたり480円の送料を頂戴します。

配送ロット：【本州、九州、四国】1ケース以上で送料無料。【北海道】混載5ケース以上で送料無料（洋酒・ビールとの混載可、ワインとの混載不可）。【沖縄本土】1個口あたり2,400円の送料を頂戴します。離島（沖
縄以外も含む）への送料は別途お問い合わせください。ケース単位でご注文ください。バラ不可。※ロット未満でのご注文の場合は1個口あたり480円の送料を頂戴します。

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。

柔らかい甘さと香味のコーヒーリキュール。カクテルにはもちろん、バニラアイスに掛けたり、製菓材料としても使い方、自由自在です！

タルフレーバー　くり

「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。

「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。

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。

イネディットからキーケグが登場！詳細は弊社担当営業へお問い合わせください。配送は1樽から承っております。

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>

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。

「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」の天才シェフ「フェラン・アドリア」とそのエルブジの総ソムリ
エとバルセロナ№１ビールメーカー「ダム社」がコラボして造り出した”前例のない”究極のプレミアムビール！

「世界一予約が取れない」と言われた幻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」とそのエルブジの総ソムリ
エとバルセロナ№１ビールメーカー「ダム社」がコラボして造り出した”前例のない”究極のプレミアムビール！

商  品  名

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

タルフレーバー　ミズナラ

老舗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。ストロベリー
の可愛らしい香りと甘さが人気のリキュール。

老舗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。パッションフ
ルーツのフルーティで甘酸っぱい風味のトロピカル・カクテルが簡単に愉しめます。



商品画像 弊社ｺｰﾄﾞ JAN 商  品  名 度数 入数 容量
希望小売

価格
御注文
CS数

備考

302239 4014388000107 ラーデベルガー　瓶 4.8 24 330 ¥298 ドイツNo.1プレミアムビール！

ドイツ

商品画像 弊社ｺｰﾄﾞ JAN 商  品  名 度数 入数 容量
希望小売

価格
御注文
CS数

備考

918018 40534794 クラウスターラー 0 24 330 ¥128 ラーデベルガー社が造る”美味い”
ノンアルコールビール！

単品3ケース以上

<ノンアルコールビール>

ドイツNo.1プレミアムビールメーカー「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る。

配送ロット：【本州、九州、四国】3ケース以上で送料無料。【北海道】混載5ケース以上で送料無料（洋酒・ビールとの混載可、ワインとの混載不可）。【沖縄本土】1個口あたり2,400円の送料を頂戴します。離島（沖縄以外も
含む）への送料は別途お問い合わせください。ケース単位でご注文ください。バラ不可。※ロット未満でのご注文の場合は1個口あたり480円の送料を頂戴します。

※本商品は軽減税率商品です。アルコール度数は0％です。0.0％ではありません。

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。



価格表有効期限：2021年11月末日まで

配送ロット：【本州、九州、四国】以下記載の単品配送ロット、もしくは混載5ケース以上で送料無料。ロット未満の場合は1個口あたり480円の送料を頂戴します。バラ出荷不可。

【北海道】混載5ケース以上で送料無料（洋酒・ビールとの混載可、ワインとの混載不可）。ロット未満の場合は1個口あたり480円の送料を頂戴します。バラ出荷不可。

【沖縄本土】1個口あたり2,400円の送料を頂戴します。離島（沖縄以外も含む）への送料は別途お問い合わせください。バラ出荷不可。

受注〆時間：弊社営業日の10時30分です。混載配送ロットの場合リードタイムは通常+1～2営業日頂きます。 ※表示価格はすべて税抜です。

商品画像 弊社ｺｰﾄﾞ JAN 商  品  名 容姿 規格 入数
希望小売

価格
御注文
CS数

備考

928613 6191509900862 テラデリッサ　オーガニックオリーブオイル 瓶詰 500ml 6 ¥1,180 無添加・オーガニックエキストラ
ヴァージンオリーブオイル

単品配送
ロット

2ｃｓ単位
（荷姿は２合）

926245 8436006960048 コンダドス　デル　スル　ＥＶオリーブオイル PET 1000ml 12 ¥1,180 コスパ抜群！華やかでフルーティな
香りなEXVオリーブオイル

単品配送
ロット

1ｃｓから

926489 4580404821389 オルティチェッロ　トマト＆バジル　パスタソース 瓶詰 680g 6 ¥398 イタリアの家庭の味をそのままに

単品配送
ロット

2ｃｓ単位
（荷姿は２合）

926490 4580404821402 オルティチェッロ　トマト＆ガーリックパスタソース 瓶詰 680g 6 ¥398 イタリアの家庭の味をそのままに

単品配送
ロット

2ｃｓ単位
（荷姿は２合）

926491 4580404821396 オルティチェッロ　アラビアータ　パスタソース 瓶詰 680g 6 ¥398 イタリアの家庭の味をそのままに

単品配送
ロット

2ｃｓ単位
（荷姿は２合）

927351 4580404823611 オルティチェッロ　ジェノベーゼ　パスタソース 瓶詰 190g 12 ¥398 イタリアの家庭の味をそのままに

単品配送
ロット

4ｃｓ単位
（荷姿は２合）

906590 4580404821815 都光　牡蠣スモーク　オリジナル 缶 85g 24 ¥398 これはまさに海のスモークチーズ

単品配送
ロット

2ｃｓ単位
（荷姿は２合）

925017 4946992421903 都光　牡蠣のアヒージョ 缶 85g 24 ¥398 休売 手軽に簡単、おうちでアヒージョ

単品配送
ロット

2ｃｓ単位
（荷姿は２合）

927564 4580404823727 都光　アンチョビ　フィレ缶 缶 45g 25 ¥250 使い勝手抜群のアンチョビ缶

単品配送
ロット

2ｃｓ単位
（荷姿は２合）

926289 4580404824298 都光　ひまわり油サーディン 缶 90g 24 ¥250 パスタの具材にピッタリのサーデイ
ン

単品配送
ロット

2ｃｓ単位
（荷姿は２合）

926290 4580404824304 都光　ひまわり油サーディン　スパイシー 缶 90g 24 ¥250 やみつき必至スパイシーサーディン

単品配送
ロット

2ｃｓ単位
（荷姿は２合）

926466 4751017400630 バンガ　スモークオイルサーディン　缶 缶 100 12 ¥250 ラトビア産スモークサーデイン

単品配送
ロット

4ｃｓ単位
（荷姿は２合）

926465 4751017401743 バンガ　スモークオイルサーディン　瓶 瓶詰 270ｇ 24 ¥570 ラトビア産スモークサーデイン

単品配送
ロット

1ｃｓから

927312 4751017402566 バンガ　スモークオイルサーディン　チリ　瓶 瓶詰 270ｇ 24 ¥570 ラトビア産スモークサーデイン

単品配送
ロット

1ｃｓから

901598 4580404820948 オールグリーン　ホワイトアスパラガス 瓶詰 345g 12 ¥450 太い！長い！
ペルー産ホワイトアスパラ

単品配送
ロット

2ｃｓ単位
（荷姿は２合）

926936 4580404822041 オールグリーン　コルニッション　ピクルス 瓶詰 700g 12 ¥358 化学調味料不使用！
パリパリ食感のピクルス

単品配送
ロット

2ｃｓ単位
（荷姿は２合）

926996 4580404829491 オールグリーン　ザワークラウト 瓶詰 660g 12 ¥358 コスパ抜群！
ポーランド産ザワークラウト

単品配送
ロット

2ｃｓ単位
（荷姿は２合）

916034 0848014000018 リフレッシュ　ココナッツ　ウォーター 紙 1000ml 12 ¥398 女性に人気のココナッツウォーター

単品配送
ロット

1ｃｓから

914413 6224001105517 ラマール　ザクロジュース 紙 1000ml 12 ¥498 無添加100％ザクロジュース

単品配送
ロット

1ｃｓから

915065 8437012327924 ビタルグラナ　ざくろジュース　ビオ・ストレート100％ 瓶詰 750ml 6 ¥1,280 1本に３キロのざくろを使用

単品配送
ロット

1ｃｓから

920870 4573286171550 長濱蒸溜所の樽材を使用した燻製ミックスナッツ 袋 100g 15 ¥600 10月16日
発売予定

長濱蒸溜所の樽材を使用した
燻製ミックスナッツ

単品配送
ロット

2ｃｓ単位
（荷姿は２合）

920582 4580404823680 ビーズツリー　ハニーローストピーナッツ 缶 240g 24 ¥398 休売
甘じょっぱーい「ヤミツキ」スナッ
ク！

単品配送
ロット

1ｃｓから

長濱蒸溜所のウイスキー樽を燻製チップにし、人気のアーモンド、カシューナッツ、くるみに燻製がけしました。焙煎樽由来の香りを纏う特別なスモーキー
ナッツに仕上がりました。ウイスキーにピッタリのおつまみです。

厳選したピーナッツを香ばしくロースト。ハニーパウダーと少量の塩で、甘じょっぱく仕上げました。塩気と甘みのバランスが絶妙のアメリカ産ハニーロー
ストピーナッツ！

女性に人気のココナッツウォーター。水よりも早く水分を補えます。脂質、コレステロールゼロ！マグネシウム、カリウム、カルシウムが豊富！すぐれ物で
す。

エジプト産ザクロ100％ジュース。砂糖なし・保存料なし・安定剤なしと誰でも安心してお召し上がり頂けます。

着色料、甘味料なし！ビダルグラナ社では、スペイン南東部でザクロを栽培、ヨーロッパ最大のザクロ栽培地に位置する工場でざくろジュースを製造して
います。ザクロはビタミンやミネラル、ポリフェノールをたっぷり含んだスーパーフルーツ！朝食やおやつの時間に、スポーツのあとにぴったりです。

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。生食用は春から夏にかけてが旬。日本で言う“筍”のような旬の食材として
扱われます。本商品は長さ１８㎝程のボリューム感たっぷりサイズを水煮にしました。ペルー産。

化学調味料不使用。収穫から瓶詰まで24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。原料原産地であるインドで製造し直接輸入することで高いコストパフォーマンスを実現しました。

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。この酸味は乳酸発酵によるもので、古くから健康食として食べられてきました。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。

オイルサーディンといえば北欧産。バルト海に面したラトビアで1947年創業の老舗水産工場で品質管理にこだわりながら作られています。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。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。

オイルサーディンといえば北欧産。バルト海に面したラトビアで1947年創業の老舗水産工場で品質管理にこだわりながら作られています。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。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。

オイルサーディンといえば北欧産。バルト海に面したラトビアで1947年創業の老舗水産工場で品質管理にこだわりながら作られています。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し！

程よく塩気がきいたアンチョビです。カナッペやバーニャカウダ、サラダ、パスタなど様々な料理にお使い頂けます。

スペインの北大西洋に面する、漁業が盛んなガリシア州で獲れたいわしのオイル漬けです。そのまま食べて簡単おつまみ。パスタの具材にもピッタリ！

スペインの北大西洋に面する、漁業が盛んなガリシア州で獲れたいわしのオイル漬けです。唐辛子のスパイシーな刺激が後を引く味わいです。

パスタの本場イタリアの無添加パスタソース。バジルペーストに、ペコリーノとグラノパダーノ、2種のチーズのコクが合わさりました。バジルの香り、チーズ
のコク豊か！イタリア家庭の味です。

牡蠣本来の美味しさをしっかりと感じられるプリプリとした食感。適度なスモーキーさはハイボールやワインのぴったりのアテ缶詰です。食べやすい大きさ
の牡蠣を、ひまわり油に漬け込みました。素材そのままの美味しさを味わっていただけます。

プリップリでクリーミーな大粒の牡蠣がたっぷり、名脇役のマッシュルームも良いじに入っています♪ パカッとそのままでもいいですが、アヒージョ用のお
皿（カスエラ）に移してチンチンに温めるとより本格的！

パスタの本場イタリアの無添加パスタソース。イタリアの家庭の味をそのままに、化学調味料や保存料などは一切使用していないので、イタリア種トマト
のフレッシュな甘酸っぱさと旨みがリアルに活きています。

パスタの本場イタリアの無添加パスタソース。イタリアの家庭の味をそのままに、化学調味料や保存料などは一切使用していないので、イタリア種トマト
のフレッシュな甘酸っぱさと旨みがリアルに活きています。

パスタの本場イタリアの無添加パスタソース。イタリアの家庭の味をそのままに、化学調味料や保存料などは一切使用していないので、イタリア種トマト
のフレッシュな甘酸っぱさと旨みがリアルに活きています。

スペイン アンダルシアの肥沃な大地で育まれたフレッシュなオリーブオイル。特に魚料理との相性は抜群です。

 輸入食品・飲料、輸入菓子

オーガニック認証を多数保有するチュニジアを代表するメーカーが手掛けるエキストラヴァージンオリーブオイル。ひとつずつ手摘みされたオリーブの実
を収穫から24時間以内に成分を壊さぬようコールドプレス製法で抽出。有機オイルならではのオリーブ本来の素材の持ち味を最大限に活かしました。

＜通年商品＞

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
TEL:03-3833-3541
FAX:03-3832-6930



商品画像 弊社ｺｰﾄﾞ JAN 商  品  名 容姿 規格 入数
希望小売

価格
御注文
CS数

備考

926708 5012262010180 マッキーズ　シーソルト 袋 150ｇ 12 ¥498 スコットランド産
お酒に合うポテトチップス

単品配送
ロット

1ｃｓから

926709 5012262010197 マッキーズ　シーソルト＆ビネガー 袋 150ｇ 12 ¥498 スコットランド産
お酒に合うポテトチップス

単品配送
ロット

1ｃｓから

926710 5012262010210 マッキーズ　ハギス＆ブラックペッパー 袋 150ｇ 12 ¥498 スコットランド産
お酒に合うポテトチップス

単品配送
ロット

1ｃｓから

927422 865654000123 ビストロ　ブルーチーズクラッカー クラシック 箱 50g 18 ¥358 オーガニックブルーチーズクラッカー

単品配送
ロット

1ｃｓから

927423 865654000147 ビストロ　ブルーチーズクラッカー トスカーナ 箱 50g 18 ¥358 オーガニックブルーチーズクラッカー

単品配送
ロット

1ｃｓから

927424 865654000130 ビストロ　ブルーチーズクラッカー ペッパー 箱 50g 18 ¥358 オーガニックブルーチーズクラッカー

単品配送
ロット

1ｃｓから

927282 8411145202419 ケリー　パリトス　グリッシーニ　チーズ 袋 50g 22 ¥128 食べきりサイズのグリッシーニ

単品配送
ロット

混載４ケース単位
（荷姿は４合）

927280 8411145202525 ケリー　パリトス　グリッシーニ　オリーブオイル 袋 50g 22 ¥128 食べきりサイズのグリッシーニ

単品配送
ロット

混載４ケース単位
（荷姿は４合）

927283 8411145202563 ケリー　パリトス　グリッシーニ　地中海風 袋 50g 22 ¥128 食べきりサイズのグリッシーニ

単品配送
ロット

混載４ケース単位
（荷姿は４合）

＜冬季限定＞

商品画像 弊社ｺｰﾄﾞ JAN 商  品  名 容姿 規格 入数
希望小売

価格
御注文
CS数

備考

925911 8004735093735 ザイニ　ボエリ　チェリーチョコ 袋 150ｇ 24 ¥398 11月
入荷予定

チェリーがまるごと一粒

単品配送
ロット

混載２ケース以上
（荷姿は２合）

906503 8004735065107 ザイニ　ブルームーン 袋 150g 24 ¥398 11月
入荷予定

ヘーゼルナッツがまるごと一粒

単品配送
ロット

混載２ケース以上
（荷姿は２合）

950054 8004735108002 ザイニ　ジャンドゥイオット クラシック 袋 160g 18 ¥498 11月
入荷予定

ヘーゼルナッツを練り込んだ
イタリアの伝統的チョコレート

単品配送
ロット

混載２ケース以上
（荷姿は２合）

950055 8004735108026 ザイニ　ジャンドゥイオット ダーク 袋 160g 18 ¥498 11月
入荷予定

ヘーゼルナッツを練り込んだ
イタリアの伝統的チョコレート

単品配送
ロット

混載２ケース以上
（荷姿は２合）

950098 8004735100891 ザイニ エッグチョコ ダーク 袋 155g 18 ¥498 11月
入荷予定

ミラノの老舗メーカーが造る
ハイカカオのエッグチョコレート

単品配送
ロット

混載２ケース以上
（荷姿は２合）

950099 8004735100969 ザイニ エッグチョコ ルビー 袋 128g 18 ¥498 11月
入荷予定

ミラノの老舗メーカーが造る
希少なルビーチョコレート

単品配送
ロット

混載２ケース以上
（荷姿は２合）

926294 8004735064353 ザイニ   アソート　チョコ 袋 500g 12 ¥980 11月
入荷予定

7種のイタリアチョコアソート

単品配送
ロット

1ｃｓから

926381 5420066366608 デラックストリュフチョコ　ココア 箱 175ｇ 12 ¥498 11月
入荷予定

見た目も華やかな
ベルギー産トリュフチョコレート！

単品配送
ロット

1ｃｓから

926382 5420066366615 デラックストリュフチョコ　マール・ド・シャンパーニュ 箱 175ｇ 12 ¥498 11月
入荷予定

見た目も華やかな
ベルギー産トリュフチョコレート！

単品配送
ロット

1ｃｓから

926383 5420066366639 デラックストリュフチョコ　ヘーゼルナッツ 箱 175ｇ 12 ¥498 11月
入荷予定

見た目も華やかな
ベルギー産トリュフチョコレート！

単品配送
ロット

1ｃｓから

926385 5420066366646 デラックストリュフチョコ　オレンジ 箱 175ｇ 12 ¥498 11月
入荷予定

見た目も華やかな
ベルギー産トリュフチョコレート！

単品配送
ロット

1ｃｓから 欧州デパートへ多数納品実績のあるメーカー「Q-chocolate社」が造る、ふわっととろける食感のベルギーチョコ。後味スッキリのオレンジ風味。

欧州デパートへ多数納品実績のあるメーカー「Q-chocolate社」が造る、ふわっととろける食感のベルギーチョコ。ベーシックなココア風味。

欧州デパートへ多数納品実績のあるメーカー「Q-chocolate社」が造る、ふわっととろける食感のベルギーチョコ。大人な味わいのマール・ド・シャンパー
ニュを使った贅沢な逸品。

欧州デパートへ多数納品実績のあるメーカー「Q-chocolate社」が造る、ふわっととろける食感のベルギーチョコ。ヘーゼルナッツの甘く香ばしい香りが魅
力。

イタリア、ミラノに1913年に創業した老舗チョコレートメーカー「ザイニ社」。業務用のシェア№１を誇るプロが認める品質です。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頂けます。

イタリア、ミラノに1913年に創業した老舗チョコレートメーカー「ザイニ社」。業務用のシェア№１を誇るプロが認める品質です。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。

「ザイニ社」は100年以上の歴史を持つイタリアの老舗チョコレートメーカー。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。

イタリア、ミラノに1913年に創業した老舗チョコレートメーカー「ザイニ社」。業務用のシェア№１を誇るプロが認める品質です。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。

イタリア、ミラノに1913年に創業した老舗チョコレートメーカー「ザイニ社」。業務用のシェア№１を誇るプロが認める品質です。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。濃厚で滑らかな味わい。

イタリア、ミラノに1913年に創業した老舗チョコレートメーカー「ザイニ社」。業務用のシェア№１を誇るプロが認める品質です。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。ほろ苦い大人なの味わいです。

そのままスナック感覚でスパークリングワインや白ワインのおつまみにしても良し、生ハムを巻いて食べるのも良し。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。

イタリア、ミラノに1913年に創業した老舗チョコレートメーカー「ザイニ社」。業務用のシェア№１を誇るプロが認める品質です。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。

※11月～3月末頃の期間限定の取扱いとなります。期間内でも在庫がなくなり次第当季分の販売は終了となります。

USDAオーガニック認証を受けたハンガリー産の薄型クラッカー。ブルーチーズがほんのり香る大人向けスナック菓子です。そのまま食べても、チーズや
生ハムを載せてお酒のお供や軽食としてもお楽しみ頂けます。ピリッとスパイシーな後引く美味しさです。

そのままスナック感覚でスパークリングワインや白ワインのおつまみにしても良し、生ハムを巻いて食べるのも良し。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のもうれしい。

そのままスナック感覚でスパークリングワインや白ワインのおつまみにしても良し、生ハムを巻いて食べるのも良し。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！

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いるのも
ポイント。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！

USDAオーガニック認証を受けたハンガリー産の薄型クラッカー。ブルーチーズがほんのり香る大人向けスナック菓子です。そのまま食べても、チーズや
生ハムを載せてお酒のお供や軽食としてもお楽しみ頂けます。食べやすいスタンダードなプレーンタイプ。

USDAオーガニック認証を受けたハンガリー産の薄型クラッカー。ブルーチーズがほんのり香る大人向けスナック菓子です。そのまま食べても、チーズや
生ハムを載せてお酒のお供や軽食としてもお楽しみ頂けます。トマトやガーリックの風味が広がり後引く美味しさです。

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いるのも
ポイント。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いるのも
ポイント。上品で、さっぱりとした味わいです。




