
【(株)稲葉】2/15(水)大阪春のワイン試飲会　出展予定アイテム一覧

＊出展アイテムやヴィンテージは在庫状況により変更となる場合がございます。
＊金額に消費税は含まれておりません。別途消費税を申し受けます。

2021 ﾊｰｻﾞ ﾍﾟｯﾄ ﾅｯﾄ ﾌﾞﾗﾝｺ
品番／JAN PA038/4935919360388 小売価格／容量 \2,700/750ml
生産者 ｷﾝﾀ ﾀﾞ ﾊｰｻﾞ

色／飲み口 白/辛口

0000 ﾘｰｽﾘﾝｸﾞ ｾﾞｸﾄ ﾌﾞﾘｭｯﾄ
品番／JAN KA754/4935919197540 小売価格／容量 \3,800/750ml
生産者 ﾊｲﾝ

色／飲み口 白/辛口

2020 ｸﾚﾏﾝ ﾄﾞ ﾘﾑｰ ﾃｰﾙ ﾄﾞ ｳﾞｨﾙﾛﾝｸﾞ ﾌﾞﾘｭｯﾄ
品番／JAN F472/4935919044721 小売価格／容量 \2,100/750ml
生産者 ﾄﾞﾒｰﾇ ﾛｼﾞｪ

色／飲み口 白/辛口

2019 ｸﾚﾏﾝ ﾄﾞ ﾘﾑｰ ﾃｰﾙ ﾄﾞ ｳﾞｨﾙﾛﾝｸﾞ ﾛｾﾞ ﾌﾞﾘｭｯﾄ
品番／JAN FC657/4935919316576 小売価格／容量 \2,600/750ml
生産者 ﾄﾞﾒｰﾇ ﾛｼﾞｪ

色／飲み口 ﾛｾﾞ/辛口

0000 ﾎﾟﾙﾀ ﾓﾝﾃｨｶｰﾉ ﾛｾﾞ ｴｸｽﾄﾗ ﾄﾞﾗｲ
品番／JAN I851/4935919058513 小売価格／容量 \1,900/750ml
生産者 ｻﾞﾙﾃﾞｯﾄ

色／飲み口 ﾛｾﾞ/辛口

最初の発酵はステンレスタンク内で、天然酵母の働きで偶発的に
アルコール発酵が始まります。発酵の途中、果汁の中の糖分がす
べてアルコールに分解される前にボトルに移し、ボトルの中で発酵
が完了します。ボトル内での発酵の際、二酸化炭素が発生します。
フレッシュな果実の生き生きとしたフレイバーが広がります。

生産地域 ポルトガル/ﾐｰﾆｮ

生産地域 ドイツ/ﾓｰｾﾞﾙ

葡萄品種

ベースとなるワインはステンレスタンクで発酵させます。シャンパー
ニュと同様にいくつかのヴィンテージをブレンドすることもあります。
瓶に移し、18ヶ月瓶内二次発酵を行います。ルミアージュは人の手
で行います。リンゴや柑橘系の果実のアロマ、かすかにイーストや
焼いたパンの香ばしい要素が感じられます。

葡萄品種 ﾄﾗｼﾞｬﾄﾞｩｰﾗ

生産地域 フランス/ﾗﾝｸﾞﾄﾞｯｸ ﾙｼｮﾝ/ﾘﾑｰ

葡萄品種 ｼｬﾙﾄﾞﾈ、ｼｭﾅﾝ ﾌﾞﾗﾝ、ﾋﾟﾉ ﾉﾜｰ
ﾙ

ベースワインは品種ごとに発酵させます。全房圧搾の後、18度に温
度管理されたステンレスタンクで15日間発酵させます。その後、そ
れぞれの品種をブレンドし、酵母と糖を加えて瓶詰めし、瓶内二次
発酵を行い、15ヶ月熟成させます。フレッシュなイチゴやチェリーの
チャーミングなアロマ、きめ細かな泡立ちがあります。

生産地域 フランス/ﾗﾝｸﾞﾄﾞｯｸ ﾙｼｮﾝ/ｸﾚﾏ
ﾝ ﾄﾞ ﾘﾑｰ

葡萄品種 ｼｬﾙﾄﾞﾈ80%、ｼｭﾅﾝ ﾌﾞﾗﾝ10%、
ﾋﾟﾉ ﾉﾜｰﾙ10%

エレガントでフレッシュな柑橘系の香り、リンゴ、レモンの皮やトロピ
カルフルーツの風味を持っています。しっかりと感じるトーストの香り
は、フィニッシュまで続きます。親しみやすい風味の中にも、きりりと
した味わいがあり、シャンパーニュにも見劣りのしない非常に上質
なヴァン　ムスーです。

生産地域 イタリア/ｳﾞｪﾈﾄ

葡萄品種 ﾗﾎﾞｰｿﾞ ｳﾞｪﾛﾈｰｾﾞ

ヴェネト州、トレヴィーゾ近郊で栽培されている土着品種ラボーソ
ヴェロネーゼを使っています。とてもエレガントで、心地よい酸味が
とても爽やかです。ラボーソは酸がしっかりとある品種のため、残糖
がやや高めのエクストラ　ドライに仕上げています。



2021 ﾒﾃﾞｨｵﾃﾞｨｱ ﾛｻﾄﾞ
品番／JAN S116/4935919071161 小売価格／容量 \1,500/750ml
生産者 ﾎﾞﾃﾞｶﾞ ｲﾇﾘｴｰﾀ

色／飲み口 ﾛｾﾞ/辛口

2021 ﾊﾟﾙﾃﾞﾊﾞｼﾞｪｽ ﾛｻﾄﾞ
品番／JAN S170/4935919071703 小売価格／容量 \1,900/750ml
生産者 ﾊﾟﾙﾃﾞﾊﾞｼﾞｪｽ

色／飲み口 ﾛｾﾞ/辛口

2021 ｺｽﾃｨｴｰﾙ ﾄﾞ ﾆｰﾑ ﾛｾﾞ ｷｭｳﾞｪ ﾄﾗﾃﾞｨｼｮﾝ
品番／JAN FC727/4935919317276 小売価格／容量 \2,000/750ml
生産者 ﾏｽ ﾃﾞ ﾌﾞﾚｻﾄﾞ

色／飲み口 ﾛｾﾞ/辛口

2021 ﾌｧﾝﾃｨｰﾆ ﾁｪﾗｽﾞｵｰﾛ ﾀﾞﾌﾞﾙｯﾂｵ
品番／JAN I492/4935919054928 小売価格／容量 \1,450/750ml
生産者 ﾌｧﾝﾃｨｰﾆ(ﾌｧﾙﾈｰｾﾞ)

色／飲み口 ﾛｾﾞ/辛口

2021 ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ ﾌﾞﾗﾝ ﾚｾﾙﾊﾞ
品番／JAN W029/4935919080293 小売価格／容量 \1,400/750ml
生産者 ﾋﾞｰﾆｬ ﾌｧﾚﾙﾆｱ

色／飲み口 白/辛口

2021 ｵﾙｷﾃﾞｱ
品番／JAN S102/4935919071024 小売価格／容量 \1,500/750ml
生産者 ﾎﾞﾃﾞｶﾞ ｲﾇﾘｴｰﾀ

色／飲み口 白/辛口

生産地域 スペイン/ﾅﾊﾞﾗ

葡萄品種 ｶﾞﾙﾅｯﾁｬ、その他

3～4種類の酵母を使って別々に発酵させ、その後ブレンドすること
で、味わいに深みをもたらします。鮮やかなバラ色、チェリー、いち
ごの香りが瑞々しく広がります。輸出担当のホセは、「ひと言でいう
と”喜びのあるワイン”。肉にも魚にも、お寿司にも、あらゆる食事と
良く合うから」と語っていました。

生産地域 フランス/ｺｰﾄ ﾃﾞｭ ﾛｰﾇ/ｺｽﾃｨ
ｴｰﾙ ﾄﾞ ﾆｰﾑ

葡萄品種 ｸﾞﾙﾅｯｼｭ50%、ｼﾗｰ30%、ｻﾝｿｰ
20%

（20VTより）AB、ﾕｰﾛﾘｰﾌ
ｽﾃﾝﾚｽﾀﾝｸ
グルナッシュ　ノワールがまろやかさを、シラーが色の鮮やかさを、
そしてサンソーが果実と新鮮さを与え、全体で素晴らしいバランス
を造り出しています。薄いバラの花びらの色、赤いフルーツ、イチゴ
や黒スグリの風味があります。フレッシュで、程よい酸も感じられま
す。

生産地域 スペイン/ﾚｵﾝ

葡萄品種 ﾌﾟﾘｴﾄ ﾋﾟｸｰﾄﾞ

ｽﾃﾝﾚｽﾀﾝｸ
12時間スキンコンタクトを行い、その後タンクに移し圧搾。48時間静
置して、澱下げします。13度に温度管理しながら、ステンレスタンク
で発酵します。苺を思わせるフレッシュで豊かなアロマ、かすかに
柑橘類のニュアンスがあります。味わいはフレッシュでコクがありま
す。

生産地域 チリ/ｴﾙｷ ｳﾞｧﾚｰ

葡萄品種 ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ ﾌﾞﾗﾝ

ｽﾃﾝﾚｽﾀﾝｸで澱と共に6ヶ月熟成
ファレルニアのソーヴィニヨン　ブランは香りが極めて強く表れます
が、それは醸造過程で抽出されるのではなく、葡萄そのものが強い
風味を持っているからです。明るい黄色、イチジクやセージの強い
香り、シトラスやメロンの風味、十分な酸と長くフレッシュな余韻があ
り、非常に豊かな味わいです。

生産地域 イタリア/ｱﾌﾞﾙｯﾂｫ

葡萄品種 ﾓﾝﾃﾌﾟﾙﾁｬｰﾉ

「チェラズオーロ」は、イタリア語でサクランボ色を意味し、ラチウム
の方言の「チェラーザ」に由来します。濃いラズベリー色。小さな赤
い果実を思わせる、強くて持続性があり、繊細でフルーティな香り
です。ミディアムボディで、バランスがとれ、ソフトでまろやかな、長
い余韻があります。

生産地域 スペイン/ﾅﾊﾞﾗ

葡萄品種 ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ ﾌﾞﾗﾝ

ｽﾃﾝﾚｽﾀﾝｸで澱と共に4ヶ月
とても複雑で強いフローラルなアロマは、次第にパッションフルー
ツ、ライム、パイナップル等の熟したトロピカルフルーツへと変わりま
す。広がりのあるアタック、かすかな甘さとはっきりとしたフルーティ
なアロマが広がり、バランスのよい酸に支えられています。



2021 ｼｭﾀｲﾝ ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ
品番／JAN I702/4935919057028 小売価格／容量 \2,800/750ml
生産者 ﾅﾙｽ ﾏﾙｸﾞﾗｲﾄﾞ

色／飲み口 白/辛口

2020 ﾏﾉ ｱ ﾏﾉ ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ ﾌﾞﾗﾝ
品番／JAN FC286/4935919312868 小売価格／容量 \1,700/750ml
生産者 ｼｬﾄｰ ﾃﾞ ｾﾞｻｰﾙ

色／飲み口 白/辛口

2020 ﾌﾟｲｲ ﾌｭﾒ ﾄﾗﾃﾞｨｼｵﾝ ﾃﾞ ﾛｼﾞｭ
品番／JAN FB799/4935919217996 小売価格／容量 \3,300/750ml
生産者 ﾏﾙｸ ﾃﾞｼｬﾝ

色／飲み口 白/辛口

2021 ﾌﾟｲｲ ﾌｭﾒ ｳﾞｨｴｲﾕ ｳﾞｨｰﾆｭ
品番／JAN FC602/4935919316026 小売価格／容量 \4,200/750ml
生産者 ﾏﾙｸ ﾃﾞｼｬﾝ

色／飲み口 白/辛口

2019 ﾍﾟｲ ﾄﾞｯｸ ﾋﾟﾉ ﾉﾜｰﾙ ｷｭｳﾞｪ ﾄﾞ ﾌﾞﾘｭ
品番／JAN FC298/4935919312981 小売価格／容量 \1,500/750ml
生産者 ﾌｫﾝｶﾘｭ

色／飲み口 赤/ﾐﾃﾞｨｱﾑﾎﾞﾃﾞｨ

2021 ﾋﾟﾉ ﾈｰﾛ ﾗ ｸｰﾎﾟﾗ
品番／JAN I290/4935919052900 小売価格／容量 \2,300/750ml
生産者 ﾃﾇｰﾃ ﾈｲﾗｰﾉ

色／飲み口 赤/ﾐﾃﾞｨｱﾑﾎﾞﾃﾞｨ

生産地域 イタリア/ｱﾙﾄ ｱﾃﾞｨｼﾞｪ

葡萄品種 ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ ﾌﾞﾗﾝ

ｽﾃﾝﾚｽﾀﾝｸで澱と共に5ヶ月
涼しい山の中の畑で、昼と夜の気温差が激しいことにより、きれい
な酸があり、良く熟してパワフルで香り高いワインとなります。生き生
きとしてフレッシュ、グレープフルーツやフレッシュハーブを思わせ
るアロマが広がります。口に含むときりりとした酸と力強さ、持続性が
感じられます。

生産地域 フランス/ﾛﾜｰﾙ/ﾌﾟｲｲ ﾌｭﾒ

葡萄品種 ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ ﾌﾞﾗﾝ

ｽﾃﾝﾚｽﾀﾝｸで澱と共に8ヶ月
土壌は粘土と砂で、下層土は石灰です。ステンレスタンクできれい
な澱と共に8ヶ月熟成し、その間バトナージュは行いません。レ　ロ
ジュの典型的な味わいで、洋ナシやアプリコットの香りと豊富なミネ
ラルがあります。フレッシュさだけでなく、瓶熟によって味わいが変
化していきます。

生産地域 フランス/南西地方/ﾍﾞﾙｼﾞｭﾗｯ
ｸ

葡萄品種 ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ ﾌﾞﾗﾝ

ｽﾃﾝﾚｽﾀﾝｸ
畑は石を多く含む白亜質の土壌で、ミネラル感の強い葡萄が出来
ます。発酵、熟成ともにステンレスタンクで行います。パイナップル
やパッションフルーツを思わせるトロピカルフルーツの甘い果実味、
酸は穏やかで、ミネラルの要素が感じられます。

生産地域 フランス/ﾗﾝｸﾞﾄﾞｯｸ ﾙｼｮﾝ

葡萄品種 ﾋﾟﾉ ﾉﾜｰﾙ

粘土石灰質土壌で、昼夜の気温差があるため、葡萄からワインに
豊かなアロマがもたらされます。赤のベリーの華やかなアロマ。紫の
花やリコリスのアロマも感じられます。柔らかく、こなれたタンニンで
す。余韻の中にも、レッドベリーの風味があり、同時にタバコやロー
ストしたアーモンドの香ばしいニュアンスもあります。

生産地域 フランス/ﾛﾜｰﾙ/ﾌﾟｲｲ ﾌｭﾒ

葡萄品種 ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ ﾌﾞﾗﾝ

ﾊﾞﾘｯｸ（一部新樽）で10ヶ月
古い樹のため、年によって収穫量が異なります。土壌は泥灰土の
中に、バロワ石灰岩があります。バリック（一部新樽）を使い、澱を撹
拌して、10ヶ月熟成させます。軽く清澄とろ過します。非常に集約
があり、白桃やパイナップルの熟した果実味が感じられます。バラ
ンスよく、長い余韻が感じられます。

生産地域 イタリア/ﾋﾟｴﾓﾝﾃ

葡萄品種 ﾋﾟﾉ ﾈｰﾛ（ﾋﾟﾉ ﾉﾜｰﾙ）

ｽﾃﾝﾚｽﾀﾝｸで熟成
華やかな香りと、熟れた果実を思わせる豊かな果実味、しっかりとし
た後味を持っています。品種特有のラズベリー、苺、スミレのフレイ
バー口にいっぱいに広がる、コストパフォーマンスの高いワインで
す。「ラ　クーポラ」とは教会の塔のアーチを意味しています。



2021 ｻｳﾞｫﾜ ﾋﾟﾉ ﾉﾜｰﾙ ｷｭｳﾞｪ ｶﾞｽﾄﾛﾉﾐｰ
品番／JAN FC265/4935919312653 小売価格／容量 \2,200/750ml
生産者 ｼﾞｬﾝ ﾍﾟﾘｴ ｴ ﾌｨｽ

色／飲み口 赤/ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ

2021 ﾓﾙｽ ﾋﾟﾉ ﾉﾜｰﾙ
品番／JAN FC694/4935919316941 小売価格／容量 \3,200/750ml
生産者 ﾄﾞﾒｰﾇ ﾌﾞﾚﾙ

色／飲み口 赤/ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ

2020 ｼｭﾍﾟｰﾄﾌﾞﾙｸﾞﾝﾀﾞｰ ｴｽ ｸｳﾞｧﾘﾃｰﾂｳﾞｧｲﾝ ﾄﾛｯｹﾝ
品番／JAN KA661/4935919196611 小売価格／容量 \3,300/750ml
生産者 ﾍﾞﾙﾝﾊﾙﾄ ｺｯﾎ

色／飲み口 赤/ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ

2018 ｺｰﾄ ﾄﾞ ﾗ ｼｬﾘﾃ ﾋﾟﾉ ﾉﾜｰﾙ ﾚ ﾓﾝﾃ ﾄﾞ ｻﾝ ﾚｲ
品番／JAN FC740/4935919317405 小売価格／容量 \3,300/750ml
生産者 ｾﾙｼﾞｭ ﾀﾞｸﾞﾉｰ ｴ ﾌｨｰﾕ

色／飲み口 赤/ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ

2018 ｼｭﾍﾟｰﾄﾌﾞﾙｸﾞﾝﾀﾞｰ ｸｳﾞｧﾘﾃｰﾂｳﾞｧｲﾝ ﾄﾛｯｹﾝ
品番／JAN KA500/4935919195003 小売価格／容量 \3,800/750ml
生産者 ﾊｲﾝ

色／飲み口 赤/ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ

2019 ﾏﾗﾝｼﾞｭ ﾙｰｼﾞｭ ﾚ ｳﾞｨｴｲﾕ ｳﾞｨｰﾆｭ
品番／JAN FC512/4935919315128 小売価格／容量 \5,800/750ml
生産者 ｳﾞｧﾝｻﾝ ｼﾞﾗﾙﾀﾞﾝ

色／飲み口 赤/ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ

生産地域 フランス/ｻｳﾞｫﾜ

葡萄品種 ﾋﾟﾉ ﾉﾜｰﾙ

ｽﾃﾝﾚｽﾀﾝｸで4～5ヶ月、瓶で3ヶ月
花崗岩と粘土石灰岩土壌で、南東向きです。手摘みで収穫しま
す。熟成はステンレスタンクで4～5ヶ月行います。明るいルビーレッ
ド。レッドベリー、チェリー、ブラックベリーの香り。繊細でスパイシー
なタンニンがあり、バランスが取れています。

生産地域 ドイツ/ﾌｧﾙﾂ

葡萄品種 ｼｭﾍﾟｰﾄﾌﾞﾙｸﾞﾝﾀﾞｰ(ﾋﾟﾉ ﾉﾜｰﾙ)

ﾌﾚﾝﾁｵｰｸ樽で18ヶ月
レッドチェリーのアロマに少しスモーキーでスパイシーな要素が混
ざります。金細工のように繊細な口当たりがあり、フレッシュな酸と洗
練されたタンニンが心地よく感じられます。発酵後、空気圧プレス
で圧搾し228Ｌのブルゴーニュ樽（3～4年使用樽）に移しマロラク
ティック発酵を行い、18ヶ月熟成させます。

生産地域 フランス/ｱﾙｻﾞｽ

葡萄品種 ﾋﾟﾉ ﾉﾜｰﾙ

樽で数ヶ月
モルスハイム村の複数の区画の葡萄から造られています。葡萄の
85％を除梗し、残りは全房です。発酵は天然酵母により、温度コン
トロールしたステンレスタンクで約12時間行います。その間、ルモン
タージュを行います。熟成は5年使用樽で数ヶ月行います。フィル
ターをかけずにボトリングします。

生産地域 ドイツ/ﾓｰｾﾞﾙ

葡萄品種 ｼｭﾍﾟｰﾄﾌﾞﾙｸﾞﾝﾀﾞｰ（ﾋﾟﾉ ﾉﾜｰﾙ）

ﾊﾞﾘｯｸ（新樽、1～3年樽、それ以上）で12ヶ月、瓶で12ヶ月熟成
フレンチバリックで12ヶ月熟成させます。樽は、新樽、1～3年使用
樽、それ以上を使用しています。鮮やかなルビーレッド。グラファイ
トの香りがクラシカルな印象を与えています。チェリーや野生のベ
リー系果実の風味が漂います。骨格のしっかりとした、きれいなタン
ニンがあります。

生産地域 フランス/ﾛﾜｰﾙ

葡萄品種

ﾘｭｯﾄ ﾚｿﾞﾈ
ﾌﾚﾝﾁｵｰｸのﾊﾞﾘｯｸで10～12ヶ月、その後ﾀﾝｸで3ヶ月
古い地図にも載った「レ　ピノット」という区画で、昔からピノ　ノワー
ルを植えていました。葡萄は手摘みで収穫します。収穫量は
35hL/haです。フレンチオークのバリック（5～10％新樽）で10～12ヶ
月熟成させます。天候はブルゴーニュより涼しいですが、土壌はブ
ルゴーニュと似ています。

生産地域 フランス/ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ/ｺｰﾄ ﾄﾞ
ﾎﾞｰﾇ/ﾏﾗﾝｼﾞｭ

葡萄品種 ﾋﾟﾉ ﾉﾜｰﾙ

ﾌﾚﾝﾁｵｰｸ樽で10～12ヶ月
ジラルダンが昔から手掛けるワイン。土壌は石灰質と石灰質の泥灰
土です。フレンチオークの樽（新樽比率15％）で10～12ヶ月熟成さ
せます。野生の赤い果実のフルーティな香りです。「深みがありタン
ニンはしっかりしているが柔らかい。クオリティとプライスを考えれば
ベストなワイン」とエリックは話していました。



2021 ｳﾞｨｰﾆｮ ｳﾞｪﾙﾃﾞ ﾊｰｻﾞ ﾌﾞﾗﾝｺ
品番／JAN PA039/4935919360395 小売価格／容量 \1,400/750ml
生産者 ｷﾝﾀ ﾀﾞ ﾊｰｻﾞ

色／飲み口 白/辛口

2021 ﾌｧﾝﾃｨｰﾆ ｼｬﾙﾄﾞﾈ
品番／JAN I272/4935919052726 小売価格／容量 \1,500/750ml
生産者 ﾌｧﾝﾃｨｰﾆ(ﾌｧﾙﾈｰｾﾞ)

色／飲み口 白/辛口

2021 ｴﾙ ﾌｨｽｺﾞﾝ ﾙｴﾀﾞ ﾍﾞﾙﾃﾞﾎ
品番／JAN S266/4935919072663 小売価格／容量 \1,600/750ml
生産者 ﾎﾞﾃﾞｶﾞｽ ｶｽﾃﾛ ﾃﾞ ﾒﾃﾞｨﾅ

色／飲み口 白/辛口

2021 ｳﾞｨｰﾆｮ ｳﾞｪﾙﾃﾞ ｷﾝﾀ ﾀﾞ ﾊｰｻﾞ ｱﾙｳﾞｧﾘｰﾆｮ ﾄﾗｼﾞｬﾄﾞｩｰﾗ
品番／JAN PA041/4935919360418 小売価格／容量 \2,100/750ml
生産者 ｷﾝﾀ ﾀﾞ ﾊｰｻﾞ

色／飲み口 白/辛口

2021 ｶﾞｳﾞｨ ﾃﾞﾙ ｺﾑｰﾈ ﾃﾞｨ ｶﾞｳﾞｨ ﾌﾞﾘｸ ｻｯｼ
品番／JAN I569/4935919055697 小売価格／容量 \2,100/750ml
生産者 ｱｼﾞｴﾝﾀﾞ ｱｸﾞﾘｺｰﾗ ﾛﾍﾞﾙﾄ ｻﾛｯﾄ

色／飲み口 白/辛口

2020 ﾗﾝｹﾞ ｱﾙﾈｲｽ ﾗﾝｸﾈｳﾞ
品番／JAN I570/4935919055703 小売価格／容量 \2,300/750ml
生産者 ｱｼﾞｴﾝﾀﾞ ｱｸﾞﾘｺｰﾗ ﾛﾍﾞﾙﾄ ｻﾛｯﾄ

色／飲み口 白/辛口

生産地域 ポルトガル/ﾐｰﾆｮ

葡萄品種 ｱﾘﾝﾄ50%、ｱｻﾞﾙ35%、ﾄﾗｼﾞｬ
ﾄﾞｩｰﾗ15%

除梗した後、低圧でゆっくりと圧搾します。発酵は14度から16度に
温度コントロールされたステンレスタンクで約15日から21日間、行い
ます。輝きのある淡い黄色、レモンやグレープフルーツなどの柑橘
系のアロマ、新鮮な青リンゴのアロマが広がります。非常にフレッシ
かつフルーティで心地よいキレが感じられます。

生産地域 スペイン/ﾙｴﾀﾞ

葡萄品種 ﾍﾞﾙﾃﾞﾎ、他

酸のしっかりしたベルデホに、ソーヴィニヨン　ブランをブレンドする
ことで、マイルドな味わいになります。新しく刈ったばかりの草、フェ
ンネル、藁、リンゴのアロマと同時に、トロピカルフルーツの香りが混
ざります。バランスがよく生き生きとした口当たりがあり、長い余韻は
とてもフレッシュな印象です。

生産地域 イタリア/ｱﾌﾞﾙｯﾂｫ

葡萄品種 ｼｬﾙﾄﾞﾈ

ｽﾃﾝﾚｽﾀﾝｸで3ヶ月
様々なエリアの畑の葡萄を使用しています。それによって、ブレンド
の際の選択肢が広がり、ベストなワインを造り上げることが出来ま
す。良質な澱と共にステンレスタンクで約3ヶ月熟成させます。輝き
のある麦わら色。少しトロピカルフルーツを思わせる果実味、しっか
りとしたボディと持続性があります。

生産地域 イタリア/ﾋﾟｴﾓﾝﾃ

葡萄品種 ｺﾙﾃｰｾﾞ

ｽﾃﾝﾚｽﾀﾝｸで2ヶ月、瓶で2ヶ月
土壌は、マール（泥灰土）石灰岩。もともとは海であったため、ミネラ
ル分を多く含んでいて、ワインにもしっかりと感じられます。石灰岩
の中には、貝殻なども見られます。熟した果実の甘さと柑橘系の引
き締まった風味がすばらしく調和しています。ハーブ系の香りがあ
り、アウローラより凝縮したブーケがあります。

生産地域 ポルトガル/ﾐｰﾆｮ

葡萄品種 ｱﾙｳﾞｧﾘｰﾆｮ60%、ﾄﾗｼﾞｬﾄﾞｩｰﾗ
40%

除梗し、低圧でゆっくりと圧搾した後、品種ごとに温度コントロール
されたステンレスタンクで12日から21日間、発酵させます。軽くフィ
ルターをかけてボトリングします。輝きのある黄色、繊細でありつつ
複雑、レモン、洋梨、桃、リンゴのフレッシュな果実に加えかすかに
アーモンドのニュアンスが混ざるアロマは、繊細です。

生産地域 イタリア/ﾋﾟｴﾓﾝﾃ

葡萄品種 ｱﾙﾈｲｽ

ｽﾃﾝﾚｽﾀﾝｸで3～4ヶ月熟成
ステンレスタンクで3～4ヶ月熟成させます。目の詰まった集約感が
あるのが、この品種の特徴です。黄金色の混じった黄色、新鮮な果
実や花の少し甘さのある魅力的な香り、口の中ではアーモンドの風
味が感じられます。フルーティさとすっきり感があります。とても洗練
されたワインです。



2020 ﾌﾛﾝﾊｲﾏｰ ﾘｰｽﾘﾝｸﾞ ｸｳﾞｧﾘﾃｰﾂｳﾞｧｲﾝ ﾄﾛｯｹﾝ
品番／JAN KA757/4935919197571 小売価格／容量 \2,300/750ml
生産者 ｹｽﾀｰ ｳﾞｫﾙﾌ

色／飲み口 白/辛口

2021 ｱﾙﾋﾞｶﾞｰ ﾌﾝｽﾞｺﾌﾞﾌ ｼｬﾙﾄﾞﾈ ｸｳﾞｧﾘﾃｰﾂｳﾞｧｲﾝ ﾄﾛｯｹﾝ
品番／JAN KA758/4935919197588 小売価格／容量 \2,500/750ml
生産者 ｹｽﾀｰ ｳﾞｫﾙﾌ

色／飲み口 白/辛口

2020 ｺｰﾄ ﾄﾞ ﾗ ｼｬﾘﾃ ｼｬﾙﾄﾞﾈ ﾚ ﾓﾝﾃ ﾄﾞ ｻﾝ ﾚｲ
品番／JAN FC598/4935919315982 小売価格／容量 \3,500/750ml
生産者 ｾﾙｼﾞｭ ﾀﾞｸﾞﾉｰ ｴ ﾌｨｰﾕ

色／飲み口 白/辛口

2020 ｺｰﾄ ﾄﾞ ﾗ ｼｬﾘﾃ ﾋﾟﾉ ﾌﾞｰﾛ ﾚ ﾓﾝﾃ ﾄﾞ ｻﾝ ﾚｲ
品番／JAN FC599/4935919315999 小売価格／容量 \4,000/750ml
生産者 ｾﾙｼﾞｭ ﾀﾞｸﾞﾉｰ ｴ ﾌｨｰﾕ

色／飲み口 白/辛口

2016 ﾌﾟｲｲ ﾌｭｲｯｾ ﾆｭｱﾝｽ
品番／JAN FB782/4935919217828 小売価格／容量 \4,800/750ml
生産者 ｼﾞｬｯｸ ｿﾒｰｽﾞ

色／飲み口 白/辛口

2020 ｻﾝ ｼﾞｮｾﾞﾌ ﾌﾞﾗﾝ
品番／JAN FC511/4935919315111 小売価格／容量 \5,800/750ml
生産者 ﾄﾞﾒｰﾇ ｴﾘｯｸ ｴ ｼﾞｮｴﾙ ﾃﾞｭﾗﾝ

色／飲み口 白/辛口

生産地域 ドイツ/ﾗｲﾝﾍｯｾﾝ

葡萄品種 ﾘｰｽﾘﾝｸﾞ

ｽﾃﾝﾚｽﾀﾝｸ
フロンハイム村の自然保護区の中にある畑で育つリースリングを使
います。収穫は手摘みで行います。ステンレスタンクで発酵後、綺
麗な澱と共にゆっくりと熟成させ、翌年の4月にボトリングします。ア
プリコットやバラの花を思わせる豊かなアロマが広がります。しっかり
とした酸が果実味とうまく調和しています。

生産地域 フランス/ﾛﾜｰﾙ

葡萄品種 ｼｬﾙﾄﾞﾈ

600Lの樽で8～10ヶ月
収穫後すぐに圧搾し、24時間静置して澱下げをします。発酵は
600Lの樽（ドゥミ-ミュイ、新樽なし）で行います。熟成も同じ樽で8～
10ヶ月、その間、定期的にバトナージュを行い、澱と攪拌させます。
レモンやグレープフルーツなどの柑橘類やライチを思わせるアロマ
があります。丸みがあり、とてもしなやかな口当たりです。

生産地域 ドイツ/ﾗｲﾝﾍｯｾﾝ

葡萄品種 ｼｬﾙﾄﾞﾈ

樽とｽﾃﾝﾚｽﾀﾝｸで5ヶ月
発酵および熟成は、全体の25～30％を500Lのトノーの新樽、残り
をステンレスタンクで行います。約5ヶ月熟成させたのち、ステンレス
タンクと樽のワインをブレンドします。熟した果実味と樽に由来する
バニラの要素がバランスよく混ざり合っています。

生産地域 フランス/ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ/ﾏｺﾈ/ﾌﾟｲｲ
ﾌｭｲｯｾ

葡萄品種 ｼｬﾙﾄﾞﾈ

ﾌﾚﾝﾁｵｰｸの樽で12ヶ月
土壌は、表土が白亜を多く含む粘土と石灰岩、下層土は粘土石灰
質です。熟成に使用する樽はアリエのトロンセとヴォージュのジュピ
レのミディアム　ローストです。輝きのあるイエロー、白い花や桃に
かすかにスパイスやミネラルのアロマが混ざります。まろやかで調和
のとれた口当たり、長い余韻が感じられます。

生産地域 フランス/ﾛﾜｰﾙ

葡萄品種 ﾋﾟﾉ ﾌﾞｰﾛ

600Lの樽で9～12ヶ月
圧搾後、24時間静置して澱下げ。600Lの樽（ドゥミｰミュイ、新樽な
し）で発酵。熟成も同じ樽で9～12ヶ月行います。驚くほど丸みがあ
り、非常に豊かなアロマがあり、ドライフルーツやアプリコット、ハチミ
ツ、ミード（蜂蜜酒）のアロマに加え、ジンジャーブレッドやバニラ、
バターやアーモンドのニュアンスも感じられます。

生産地域 フランス/ｺｰﾄ ﾃﾞｭ ﾛｰﾇ/ｻﾝ ｼﾞｮ
ｾﾞﾌ

葡萄品種 ﾏﾙｻﾝﾇ60%、ﾙｰｻﾝﾇ40%

ｽﾃﾝﾚｽﾀﾝｸと樽で数ヶ月
全体の70％をステンレスタンク、30％をオーク樽（新樽15％）で、16
度に温度管理しながら発酵させます。熟成も同じステンレスタンクと
樽で数ヶ月行ないます。グリーン帯びた輝きのある黄色、様々な
花、香り高い果実のアロマとフレイバーが広がります。たっぷりとリッ
チな口当たり、長い余韻が感じられます。



2019 ｻﾝ ｼﾞｮｾﾞﾌ ﾌﾞﾗﾝ ｼﾘｽ
品番／JAN FC453/4935919314534 小売価格／容量 \6,200/750ml
生産者 ﾄﾞﾒｰﾇ ﾋﾟｴｰﾙ ｴ ｼﾞｪﾛｰﾑ ｸﾙｿﾄﾞﾝ

色／飲み口 白/辛口

2020 ﾌｧﾝﾃｨｰﾆ ﾓﾝﾃﾌﾟﾙﾁｬｰﾉ ﾀﾞﾌﾞﾙｯﾂｫ
品番／JAN I056/4935919050562 小売価格／容量 \1,450/750ml
生産者 ﾌｧﾝﾃｨｰﾆ(ﾌｧﾙﾈｰｾﾞ)

色／飲み口 赤/ﾐﾃﾞｨｱﾑﾎﾞﾃﾞｨ

2021 ﾌｧﾝﾃｨｰﾆ ｻﾝｼﾞｮｳﾞｪｰｾﾞ ﾃｯﾚ ﾃﾞｨ ｷｴﾃｨ
品番／JAN I088/4935919050883 小売価格／容量 \1,500/750ml
生産者 ﾌｧﾝﾃｨｰﾆ(ﾌｧﾙﾈｰｾﾞ)

色／飲み口 赤/ﾐﾃﾞｨｱﾑﾎﾞﾃﾞｨ

2020 ｶｽﾃﾛ ｱﾌﾙﾀｰﾄﾞ ﾃﾝﾌﾟﾗﾆｰﾘｮ
品番／JAN S264/4935919072649 小売価格／容量 \1,500/750ml
生産者 ﾎﾞﾃﾞｶﾞｽ ｶｽﾃﾛ ﾃﾞ ﾒﾃﾞｨﾅ

色／飲み口 赤/ﾐﾃﾞｨｱﾑﾎﾞﾃﾞｨ

2020 ｵﾉﾛ ﾍﾞﾗ ﾘｵﾊ
品番／JAN S247/4935919072472 小売価格／容量 \1,600/750ml
生産者 ﾋﾙ ﾌｧﾐﾘｰ ｴｽﾃｰﾂ

色／飲み口 赤/ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ

2012 ｼｬﾄｰ ﾌﾙｰﾙ ｵｰ ｺﾞｰｻﾝ
品番／JAN FC191/4935919311915 小売価格／容量 \2,000/750ml
生産者 ｼｬﾄｰ ﾌﾙｰﾙ ｵｰ ｺﾞｰｻﾝ

色／飲み口 赤/ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ

生産地域 フランス/ｺｰﾄ ﾃﾞｭ ﾛｰﾇ/ｻﾝ ｼﾞｮ
ｾﾞﾌ

葡萄品種 ﾏﾙｻﾝﾇ

ｽﾃﾝﾚｽﾀﾝｸ
畑はモーヴ村にあり、標高120～200mに位置し、南/南東向き、土
壌は粘土と花崗岩の混ざる組成です。発酵、熟成はステンレスタン
クで行います。白い花のアロマが広がり、口に含むと集約のある果
実のフレイバーがあり、アルコールと酸のバランスは非常に良く、と
てもピュアでエレガント、洗練されたスタイルのワインです。

生産地域 イタリア/ｱﾌﾞﾙｯﾂｫ

葡萄品種 ｻﾝｼﾞｮｳﾞｪｰｾﾞ

最初の1ヶ月はﾊﾞﾘｯｸ、その後ｽﾃﾝﾚｽﾀﾝｸで2ヶ月
天然酵母で発酵させます。熟成は最初の1ヶ月はバリックの新樽に
入れ、ワインに複雑さが出るようにします。濃いガーネット、甘く新鮮
な赤い果実やブラックオリーブの香り、タップリの果実味とボリュー
ムがあります。この価格帯のワインとはとても思えません。スタン
ダードクラスですが品質に満足しなければ生産しません。

生産地域 イタリア/ｱﾌﾞﾙｯﾂｫ

葡萄品種 ﾓﾝﾃﾌﾟﾙﾁｬｰﾉ

エッジまでしっかりと色素のある深く濃い紫色。煮詰めたジャムやバ
ルサミコ　ドルチェ、少し野性的なベリーフルーツの香りがあります。
色合いや香りとは対照的に柔らかい仄かな甘さのある果実味。タン
ニンも十分ありますが、果実味がうまくカバーし、丸みを帯びた味わ
いです。

生産地域 スペイン/ﾘｵﾊ

葡萄品種 ﾃﾝﾌﾟﾗﾆｰﾘｮ

全体の10%をﾌﾚﾝﾁｵｰｸで5ヶ月
所有する土地の大部分は、エブロ川の左岸のアラバ県のリオハ　ア
ラベサにあります。この場所はカンタブリア山脈に近く、畑は標高が
高い斜面に位置し、土壌は石灰岩と粘土。これらの条件とこの土地
の気候が品質の高い葡萄を生みます。全体の10％にフレンチオー
クの樽を使用し、5ヶ月熟成させます。

生産地域 スペイン/ｶｽﾃｨｰﾘｬ ｲ ﾚｵﾝ

葡萄品種 ﾃﾝﾌﾟﾗﾆｰﾘｮ

「アフルタード」はフルーティという意味で、その名が示すとおり非常
にフルーティでフレッシュなワインです。レッドベリーやブラックベ
リーの果実のフレイバーが感じられます。心地よい酸があり、非常
にバランスのとれた柔らかな味わいです。8度～10度に冷やして飲
んで頂くとこのワインの美味しさが十二分に味わえます。

生産地域 フランス/ﾎﾞﾙﾄﾞｰ/ﾎﾞﾙﾄﾞｰ ｼｭﾍﾟ
ﾘｭｰﾙ

葡萄品種 ﾒﾙﾛ85%、ｶﾍﾞﾙﾈ　ﾌﾗﾝ&ｶﾍﾞﾙﾈ
ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ10%、ﾏﾙﾍﾞｯｸ5%

50％をﾌﾚﾝﾁｵｰｸ樽で6ヶ月
質の高い葡萄を得るため、芽かき、グリーンハーベストを行い、葡
萄が完熟するよう葉落としを丁寧に行います。50％をフレンチオー
クの樽で6ヶ月熟成させます。輝きのあるガーネット色、カシスやブ
ラックベリーのピュアなアロマ、繊細な樽の香り、ベルベットのように
しなやかな口当たりです。



0000 ﾄﾚ ｲｺｰﾈ
品番／JAN I727/4935919057271 小売価格／容量 \2,000/750ml
生産者 ｳﾞｨﾆｴﾃｨ ﾃﾞﾙ ｻﾚﾝﾄ

色／飲み口 赤/ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ

2020 ｻｰﾗｶﾞﾄ ﾓﾆｶ ﾃﾞｨ ｻﾙﾃﾞｰﾆｬ
品番／JAN I923/4935919059237 小売価格／容量 \2,100/750ml
生産者 ｱｯﾂｪｲ

色／飲み口 赤/ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ

2020 ｼｬﾄｰ ﾗ ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ ﾙｰｼﾞｭ
品番／JAN FC561/4935919315616 小売価格／容量 \2,300/750ml
生産者 ｼｬﾄｰ ﾗ ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ

色／飲み口 赤/ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ

2016 ｼﾗｰ ｸﾞﾗﾝ ﾚｾﾙﾊﾞ
品番／JAN W033/4935919080330 小売価格／容量 \2,400/750ml
生産者 ﾋﾞｰﾆｬ ﾌｧﾚﾙﾆｱ

色／飲み口 赤/ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ

2019 ｿﾞｯﾗ ｽｽﾏﾆｴｯﾛ
品番／JAN I906/4935919059060 小売価格／容量 \2,500/750ml
生産者 ｳﾞｨﾆｴﾃｨ ﾃﾞﾙ ｻﾚﾝﾄ

色／飲み口 赤/ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ

0000 ﾍﾟﾂｫｰﾚ ﾛｯｿ
品番／JAN I744/4935919057448 小売価格／容量 \2,600/750ml
生産者 ｱｼﾞｴﾝﾀﾞ ｱｸﾞﾘｺｰﾗ ﾛﾍﾞﾙﾄ ｻﾛｯﾄ

色／飲み口 赤/ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ

生産地域 イタリア/ｱﾌﾞﾙｯﾂｫ、ﾌﾟｰﾘｱ、ｼﾁ
ﾘｱ

葡萄品種 ﾓﾝﾃﾌﾟﾙﾁｬｰﾉ(ｱﾌﾞﾙｯﾂｵ)、ﾈﾚｯ
ﾛ ﾏｽｶﾚｰｾﾞ(ｼﾁﾘｱ)、ﾌﾟﾘﾐﾃｨｰ
ｳﾞｫ(ﾌﾟｰﾘｱ）

NMはｽﾃﾝﾚｽﾀﾝｸ、MPとPMの50%はﾊﾞﾘｯｸ、残りはﾀﾝｸで10ヶ月
口に含むとプリミティーヴォの典型的な柔らかな質感があり、モンテ
プルチャーノの持つ心地よいタンニン、ネレッロ　マスカレーゼのエ
レガンスが感じられます。樽の風味も果実味と素晴らしく調和してい
ます。ストラクチャーはしっかりしていますが柔らかいタンニンのお
かげで食事にも合わせやすいワインとなっています。

生産地域 フランス/ﾎﾞﾙﾄﾞｰ/ﾎﾞﾙﾄﾞｰ ｼｭﾍﾟ
ﾘｭｰﾙ

葡萄品種 ﾒﾙﾛ50%、ｶﾍﾞﾙﾈ ﾌﾗﾝ50%

ﾕｰﾛﾘｰﾌ、AB
ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾝｸで12ヶ月
収穫した葡萄は除梗します。発酵は26度に温度コントロールしたコ
ンクリートタンクで25日間行います。熟成もコンクリートタンクで12ヶ
月行います。醸造の最初から最後までSO2は一切添加していませ
ん。輝きのあるルビーレッド、酸と熟した果実味が素晴らしく調和し
ています。

生産地域 イタリア/ｻﾙﾃﾞｰﾆｬ

葡萄品種 ﾓﾆｶ

ﾌﾚﾝﾁｵｰｸで約6ヶ月
モニカはサルデーニャで有名な品種で主に南部で栽培されてお
り、フルーティさがあります。フレンチオーク樽で約6ヶ月熟成させま
す。輝きのあるルビーレッド、チェリーやプラム、様々なベリー系の
果実の強いアロマが広がります。フルーティで口当たりはやわらか
く、赤い果実、甘いタンニンが感じられます。

生産地域 イタリア/ﾌﾟｰﾘｱ

葡萄品種 ｽｽﾏﾆｴｯﾛ

ﾊﾞﾘｯｸで6ヶ月
プーリアでかつては幅広く栽培されていた古代品種ススマニエッロ
で造ります。ステンレスタンクで発酵後、アメリカンオークとフレンチ
オークのバリックに移し、約6ヶ月熟成させます。ベルベットのように
リッチでしなやかなタンニン、しっかりとしたボディがあり、長く心地よ
い余韻が感じられます。

生産地域 チリ/ｴﾙｷ ｳﾞｧﾚｰ

葡萄品種 ｼﾗｰ

50%をﾌﾚﾝﾁｵｰｸの樽で6ヶ月熟成
全体の50％をフレンチオークの樽で6ヶ月熟成させます。エレガント
で、ブラックペッパーを思わせる香りもあります。非常に柔らかいタ
ンニンで、バランスのよい味わいです。このワインの'02VTが、「ワイ
ン　オブ　チリ　アワード2005」で最高賞、つまりその年のチリワイン
の中で最高の評価を受けました。

生産地域 イタリア/ﾋﾟｴﾓﾝﾃ

葡萄品種 ﾈｯﾋﾞｵｰﾛ

樽で24ヶ月、ｽﾃﾝﾚｽﾀﾝｸで6ヶ月、更に瓶で最低でも2ヶ月
すべてバローロのエリア内で栽培するネッビオーロから造ります。微
かにバニラやなめし皮、ロースト香、たばこのニュアンスがあります。
また、複雑性のある熟成香があり、ネッビオーロらしい香りが楽しめ
ます。口中ではまずタンニンの柔らかさが感じられます。飲んだ時
に、バランスが優れていることが分かります。



2017 ｺｯﾄ ﾘﾐﾃｯﾄﾞ ｴﾃﾞｨｼｮﾝ
品番／JAN W012/4935919080125 小売価格／容量 \2,800/750ml
生産者 ﾍﾟﾚｽ ｸﾙｽ

色／飲み口 赤/ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ

2019 ﾙｲ ﾛﾎﾞﾚﾄﾞ ﾏﾃﾞｲﾗ ﾅﾁｭﾗﾙ ﾋﾞｵﾛｼﾞｺ
品番／JAN PA036/4935919360364 小売価格／容量 \3,000/750ml
生産者 ﾍﾞｲﾗ(ﾙｲ ﾛﾎﾞﾚﾄﾞ ﾏﾃﾞｲﾗ)

色／飲み口 赤/ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ

2015 ｳﾞｨｰﾉ ﾉﾋﾞﾚ ﾃﾞｨ ﾓﾝﾃﾌﾟﾙﾁｬｰﾉ ﾋﾟｴﾄﾗ ﾃﾞﾙ ﾃﾞｨｱｳﾞｫﾛ
品番／JAN I730/4935919057301 小売価格／容量 \3,300/750ml
生産者 ﾃﾇｰﾀ ｲﾙ ﾌｧｯｼﾞｪｰﾄ

色／飲み口 赤/ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ

2018 ﾄﾞﾒｰﾇ ﾃﾞｭ ｸﾞﾗﾝ ｵﾙﾓｰ
品番／JAN FC558/4935919315586 小売価格／容量 \3,300/750ml
生産者 ｳﾞｨﾆｮｰﾌﾞﾙ ｼﾞｬﾝ ﾎﾟｰﾙ ｶﾞﾙﾄﾞ

色／飲み口 赤/ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ

2018 ﾊﾞﾙﾍﾞｰﾗ ﾀﾞﾙﾊﾞ ｳﾞｧﾙﾃﾞｨｾｰﾗ ｱﾙﾅﾙﾄﾞﾘｳﾞｪﾗ
品番／JAN I828/4935919058285 小売価格／容量 \3,600/750ml
生産者 ﾃｯﾚ ﾃﾞﾙ ﾊﾞﾛｰﾛ

色／飲み口 赤/ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ

2020 ｳﾞｧﾝ ﾄﾞ ﾌﾗﾝｽ ﾚ ｻﾝｸ ｻﾝｽ ｻﾝ ｽﾙﾌｨｯﾄ
品番／JAN FC522/4935919315227 小売価格／容量 \4,000/750ml
生産者 ﾏｽ ﾃﾞ ﾌﾞﾚｻﾄﾞ

色／飲み口 赤/ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ

生産地域 チリ/ﾏｲﾎﾟ ｳﾞｧﾚｰ

葡萄品種 ｺｯﾄ(ﾏﾙﾍﾞｯｸ)、他

ﾌﾚﾝﾁｵｰｸの樽で14ヶ月熟成
35hL/haというフランスのグラン　クリュ並の少ない収穫量です。フレ
ンチオークの樽（新樽、1年使用樽各50％）で14ヶ月熟成させます。
パワフルでバランスのとれた構成を持つ肉付きが良いワインである
と同時に、繊細なフレッシュさもあります。新鮮な赤い果実、黒胡
椒、そして花の香りが感じられます。

生産地域 イタリア/ﾄｽｶｰﾅ

葡萄品種 ﾌﾟﾙﾆｮｰﾛ ｼﾞｪﾝﾃｨｰﾚ90%、ｶﾅｲ
ｵｰﾛ5%、ﾏﾝﾓﾛ5%

樽で24ヶ月、瓶で6ヶ月
モンテプルチャーノ地区のピエトラ　デル　ディアヴォロの畑の葡萄
から造ります。粘土質土壌で、微量の石灰岩と、凝灰岩の浅い基層
があります。大樽と小樽で24ヶ月、その後ボトルで6ヶ月熟成させま
す。紫がかった濃いルビー色。バニラと苦味のあるチェリーの香り。
フルボディ、コクのある味わいです。

生産地域 ポルトガル/ﾍﾞｲﾗ ｲﾝﾃﾘｵｰﾙ

葡萄品種 ﾓｳﾘｽｺ、ﾙﾌｪﾃ、ﾃｨﾝﾀ ﾛﾘｽ、他

ﾕｰﾛﾘｰﾌ
ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾝｸ
コンクリートタンクに入れ、温度コントロールせず、天然酵母で発酵
させます。熟成も同じコンクリートタンク行います。野生の果実の非
常にフルーティなアロマ、フローラルなニュアンスがあります。若々
しい奔放さ、スムーズで広がりがある口当たり、フレッシュでとてもソ
フトなタンニンが感じられます。

生産地域 イタリア/ﾋﾟｴﾓﾝﾃ

葡萄品種 ﾊﾞﾙﾍﾞｰﾗ

ﾌﾚﾝﾁｵｰｸのﾄﾉｰで9ヶ月、瓶で6～8ヶ月熟成
畑は、バローロを生産するモンフォルテ村とノヴェッロ村にあり、標
高約400m、南西向きです。「若々しく、輝きのある色をしています。
スパイスの要素が感じられ、果実の柔らかさがあり、大変飲み心地
の良いワインです」とダニエーレはコメントしています。

生産地域 フランス/ﾎﾞﾙﾄﾞｰ/ﾗﾗﾝﾄﾞ ﾄﾞ ﾎﾟﾑ
ﾛｰﾙ

葡萄品種 ﾒﾙﾛ 80%、ｶﾍﾞﾙﾈ　ﾌﾗﾝ 10%、ｶ
ﾍﾞﾙﾈ ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ 10%

HVE
一部をｵｰｸ樽で熟成
畝の間に草を生やし、除草剤は使わず、土を耕します。アルコール
発酵は温度コントロールされたステンレスタンクで18日～30日間
（期間はヴィンテージにより異なる）行います。熟成は一部をオーク
樽で行っています。ブラックベリーやカシスなど黒い果実の豊かな
アロマにキルシュやスパイスの要素が混ざります。

生産地域 フランス/ｺｰﾄ ﾃﾞｭ ﾛｰﾇ

葡萄品種 ｻﾝｿｰ

AB、ﾕｰﾛﾘｰﾌ
ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾝｸで約6ヶ月
発酵、熟成はコンクリートタンクで行い、その間SO2は添加しませ
ん。発酵は10～15日間、その間、ルモンタージュを行います。発酵
終了後、空気圧プレスで圧搾し、フリーランワインのみを約6ヶ月コ
ンクリートタンクで熟成させます。。熟した赤い果実のアロマや森の
下生えの要素に少しスパイシーなニュアンスが加わります。



2017 ｱﾏﾛｰﾈ ﾃﾞｯﾗ ｳﾞｧﾙﾎﾟﾘﾁｪｯﾗ ｸﾗｯｼｺ
品番／JAN I098/4935919050982 小売価格／容量 \4,000/750ml
生産者 ﾙｲｼﾞ ﾘｹﾞｯﾃｨ

色／飲み口 赤/ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ

2016 ﾙｹ ﾃﾞｨ ｶｽﾀﾆｮｰﾚ ﾓﾝﾌｪｯﾗｰﾄ ｳﾞｨｰﾆｬ ﾃﾞﾙ ﾊﾟｯﾛｺ
品番／JAN I848/4935919058483 小売価格／容量 \4,000/750ml
生産者 ﾙｶ ﾌｪﾗﾘｽ

色／飲み口 赤/ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ

2019 ﾌﾗﾝ ﾙｰｼﾞｭ
品番／JAN W063/4935919080637 小売価格／容量 \4,500/750ml
生産者 ﾋﾞｰﾆｬ ｳｨﾘｱﾑ ﾌｪｰｳﾞﾙ ﾁﾘ

色／飲み口 赤/ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ

2020 ｱﾙ ﾓﾆｶ ｲｿﾞﾗ ﾃﾞｲ ﾇﾗｰｷﾞ
品番／JAN I924/4935919059244 小売価格／容量 \4,800/750ml
生産者 ｱｯﾂｪｲ

色／飲み口 赤/ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ

2018 ｼｬﾄｰ ﾗ ﾄﾘｭﾌ
品番／JAN FC559/4935919315593 小売価格／容量 \6,500/750ml
生産者 ｳﾞｨﾆｮｰﾌﾞﾙ ｼﾞｬﾝ ﾎﾟｰﾙ ｶﾞﾙﾄﾞ

色／飲み口 赤/ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ

2019 ｻﾝ ｼﾞｮｾﾞﾌ ﾙｰｼﾞｭ ｼﾘｽ
品番／JAN FC454/4935919314541 小売価格／容量 \6,500/750ml
生産者 ﾄﾞﾒｰﾇ ﾋﾟｴｰﾙ ｴ ｼﾞｪﾛｰﾑ ｸﾙｿﾄﾞﾝ

色／飲み口 赤/ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ

生産地域 イタリア/ｳﾞｪﾈﾄ

葡萄品種 ｺﾙｳﾞｨｰﾅ、ﾛﾝﾃﾞｨﾈｯﾗ、他

50hLのﾌﾚﾝﾁｵｰｸの樽で15ヶ月
葡萄の糖分が多いためアルコール度は高く、パワフルなワインに
なっています。やや濃いガーネット色、アマローネ独特の個性的な
強く甘い香り、強いだけでなく果実味とタンニンとボリュームのある
アルコールが見事に調和しており、素晴らしいワインとなっていま
す。

生産地域 チリ/ﾏｲﾎﾟ ｳﾞｧﾚｰ

葡萄品種 ｶﾍﾞﾙﾈ ﾌﾗﾝ88%､ｶﾍﾞﾙﾈ ｿｰｳﾞｨ
ﾆﾖﾝ12%

ﾌﾚﾝﾁｵｰｸの樽(50%新樽)で約18ヶ月熟成
カベルネ　フランは陰の主役的存在です。この素晴らしい品種に脚
光を当て2010年に初めて造りました。フレンチオークの樽（50％新
樽）で18ヶ月熟成。最初にパワフルで深みのある黒い果実の要素、
次第に樽のローストやスミレの花の香りが感じられます。ボリューム
のある口当たり、しっかりとしたタンニンがあります。

生産地域 イタリア/ﾋﾟｴﾓﾝﾃ/ｶｽﾀﾆｮｰﾚ ﾓ
ﾝﾌｪｯﾗｰﾄ

葡萄品種 ﾙｹ

80％はｽﾃﾝﾚｽﾀﾝｸ、20％を500Lのﾄﾉｰで9ヶ月、瓶で3ヶ月
この畑の葡萄は全て1964年にジャコモ司教が植えたものです。濃
いルビーレッド、ルケの特徴であるバラを思わせる華やかで豊かな
花のアロマが広がります。味わいの中にも花の要素が感じられま
す。非常にバランスがとれた、柔らかくエレガントなタンニンがありま
す。

生産地域 フランス/ﾎﾞﾙﾄﾞｰ/ﾎﾟﾑﾛｰﾙ

葡萄品種 ﾒﾙﾛ 85%、ｶﾍﾞﾙﾈ　ﾌﾗﾝ 10%、ｶ
ﾍﾞﾙﾈ　ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ 5%

HVE
ﾌﾚﾝﾁｵｰｸ樽（全体の1/3に新樽使用）
アルコール発酵は温度コントロールされたステンレスタンクで18日
～30日間（期間はヴィンテージにより異なる）行います。熟成はフレ
ンチオーク樽（全体の1/3に新樽使用）で行います。濃いルビー
レッド、カシスやブルーベリーの豊かなアロマに加え、かすかに樽
由来のスパイシーな要素が感じられます。

生産地域 イタリア/ｻﾙﾃﾞｰﾆｬ

葡萄品種 ﾓﾆｶ85%、ｶﾝﾉﾅｳ10%、ﾎﾞｳﾞｧﾚ
5%

ﾌﾚﾝﾁｵｰｸで約6ヶ月
通常よりも収穫の時期を遅らせ、わずかに過熟になった葡萄を注
意深く選別しながら手摘みで収穫します。発酵後、フレンチオーク
で約6ヶ月熟成させます。凝縮されたブラックベリーのフレイバーに
加え、木苺やバニラビーンズの要素も感じられます。深みがあり洗
練されたタンニンはベルベットのようにしなやかでスムーズです。

生産地域 フランス/ｺｰﾄ ﾃﾞｭ ﾛｰﾇ/ｻﾝ ｼﾞｮ
ｾﾞﾌ

葡萄品種 ｼﾗｰ

樽で12ヶ月
畑はモーヴ村にあります。標高120～250mに位置し、南/南東向
き、シラーの生育に適した花崗岩とシストの混ざる土壌です。熟成
は樽で12ヶ月行います。熟したブラックベリーやスパイスのアロマ、
しなやかでソフトなタンニンがあり、長い余韻があります。豊かな果
実味と樽がうまく馴染んでおり、非常にバランスの良いワインです



2018 ｺﾙﾅｽ ｱﾝﾌﾟﾗﾝﾄ
品番／JAN FC350/4935919313506 小売価格／容量 \6,800/750ml
生産者 ﾄﾞﾒｰﾇ ｴﾘｯｸ ｴ ｼﾞｮｴﾙ ﾃﾞｭﾗﾝ

色／飲み口 赤/ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ

0000 ﾐｽ ｼﾞｭﾘｱ ﾛｾﾞ ﾄﾞﾗｲ ｽﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞ
品番／JAN I962/4935919059626 小売価格／容量 \650/250ml
生産者 ﾌｧﾝﾃｨｰﾆ(ﾌｧﾙﾈｰｾﾞ)

色／飲み口 ﾛｾﾞ/辛口

0000 ﾐｽ ｼﾞｭﾘｱ ﾓｽｶｰﾄ ｽｳｨｰﾄ ｽﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞ
品番／JAN I963/4935919059633 小売価格／容量 \650/250ml
生産者 ﾌｧﾝﾃｨｰﾆ(ﾌｧﾙﾈｰｾﾞ)

色／飲み口 白/甘口

0000 ﾐｽ ｼﾞｭﾘｱ ﾚｯﾄﾞ ｽｳｨｰﾄ ｽﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞ
品番／JAN I964/4935919059640 小売価格／容量 \650/250ml
生産者 ﾌｧﾝﾃｨｰﾆ(ﾌｧﾙﾈｰｾﾞ)

色／飲み口 赤/甘口

生産地域 フランス/ｺｰﾄ ﾃﾞｭ ﾛｰﾇ/ｺﾙﾅｽ

葡萄品種 ｼﾗｰ

228Lの樽で12ヶ月（新樽比率25％）
樹齢30年から40年の葡萄から造られます。収穫は手摘み、全体の
75％を除梗。発酵はタンクで21日から28日間行います。熟成は
228Lの樽で12ヶ月。集約のあるブルーベリーやブラックベリーの果
実とスパイスのアロマがあります。口当たりは力強く、集約され、広
がりがあります。

生産地域 イタリア/

葡萄品種

輝きのあるイエロー、トロピカルフルーツや白い花のフレッシュで華
やかなアロマに加え、生き生きとしたライムを思わせる柑橘系のフレ
イバーが広がります。口当たりは非常にフレッシュでバランスが良
く、心地よい泡立ちが感じられます。バーベキューやアウトドアのイ
ベントにぴったりです。

生産地域 イタリア/

葡萄品種

グレープフルーツやオレンジ、マンゴーやパッションフルーツのトロ
ピカルなアロマにオレンジの花の華やかな要素が混ざっています。
フレッシュで心地よい飲み口、とてもバランスのとれた味わいです。

生産地域 イタリア/

葡萄品種

紫を帯びた輝きのある赤色、カシスやブルーベリーなど紫の果実、
スミレの花、甘いスパイスの豊かなアロマが広がります。フレッシュ
でとても心地よい口当たり、甘くスムーズで、きめ細かな泡が心地よ
く感じられます。


