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※ボトルの画像に関しては、一部ビンテージ表記、ラベルデザイン、キャップシールが異なる場合がございますので、予めご了承ください。

【テヌーテ　サルヴァテッラ】ヴァルポリツェッラ　クラシコ　リパッソ　2014

ヴァルポリチェッラの中心地に位置するワイナリー。大樽でゆっくりと熟成され、ストラク
チャーがありややスパイスのニュアンスも感じられる1本。＜受賞＞5StarWines 2018
90点

【マドンナ　デッレ　マチエ】 ラツィオ　IGT　ロッソ　”ルフィーノ　ディ　コンフィーネ”2016

ラツィオ州の海抜150メートルのテヴェレ渓谷にあるワイナリー。地ぶどうである、アレ
アーティコを使用し、エレガントでまろやかな味わい。＜受賞＞5StarWines 2018 91点

【カンティーナ　サン　パンクラツィオ】サリーチェ　サレンティーノ　DOC　ネグロアマーロ　”リヴォ　ディ　リランドロ”2016

サレント地方の地ぶどう、ネグロアマーロ種を使用し、口当たりはなめらかな赤。ストラク
チャーがあり豊かな果実味とボリュームを感じます。＜受賞＞5StarWines 2018 92点

【イカーリオ】ロッソ　イカーリオ　IGT　2014

トスカーナ地方のオルチャ渓谷にあるワイナリー。伝統的なワイン造りを大切にしながら、
味わいは果実味とボリュームを感じるモダンテイスト。＜受賞＞5StarWines 2018 92点

【アスーリ　ワイナリー】シチリア　DOC　ネロ・ダーヴォラ”ロランド”2016

シチリアの北西に位置するワイナリー。レッドベリーのニュアンスとまろやかなタンニン、
バランスの良さを感じる1本。＜受賞＞5StarWines 2018 90点

2018年　秋のリカーセレクション

産地とぶどうを愉しむ飲みくらべ！2018年ヴィニタリー5スター
赤ワイン6本セット

今年で52回目を迎えた、毎年4月にイタリアで行われる
国際的に大きなワイン展「ヴィニタリー」にて高評価を
獲得したワインを集めました。産地、品種の個性を感じ
ながらイタリアが認めた味わいをお愉しみください。

商品名

【リジエリ　ソチャーレ　アグリコーラ　センプリーチェ】バローロ　DOCG2013

自然環境に配慮したワイン造りをモットーにしたワイナリー。大樽でゆっくり熟成して造ら
れ、味わいはエレガントで細やかなタンニンを感じます。＜受賞＞5StarWines 2018 94
点
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※ボトルの画像に関しては、一部ビンテージ表記、ラベルデザイン、キャップシールが異なる場合がございますので、予めご了承ください。

<カンティーナ・リッチョ>フィアーノ・ディ・アヴェッリーノ　(白)

ナポリ近郊のヴェスビオ山という火山の影響で土着品種のフィアーノは火打石のようなミネ
ラルと柑橘感、スパイシーさを持ちます。

<センティエーリ・シチリアーニ>エトナ・ロッソ　(赤)

こちらも日本初登場の赤ワイン。シチリアというと濃いワインのイメージがありますが、エ
トナ山のネレッロ・マスカレーゼはとてもエレガントで旨みがあります。

<カンティーネ・ラヴァッツィ>イル・ノッチョ　ヴェルメンティーノ　トス
カーナ　(白)

トスカーナの土着品種ヴェルメンティーノは、さっぱりとしていながらミネラルのしっかり
とした厚みと豊かなハーブ香があります。秋鮭と合わせて。

〈テヌーテ・ポッジョカーロ〉ゴヴェルノ・アッルーゾ・トスカーノ　(赤)

サンジョヴェーゼを主体に4週間陰干ししたぶどうを加えて造る中部トスカーナ州の赤。ま
さにレーズンのような凝縮感がある辛口です。

〈バッツェッラ〉ペアン　ボルゲリ・ロッソ　(赤)

伝統に縛られず、カベルネから造られる「スーパートスカーナ」。地中海の暖かな気候に恵
まれ、重厚なフルボディに仕上がっています。

2018年　秋のリカーセレクション

秋に愉しむイタリア赤・白ワイン6本セット

今回は食欲の秋に相応しいイタリアワインをセレクトしました。土着
品種ラグレインを使った珍しい赤ワインや注目のエトナ山の赤、厚み
のある白など、北部・中部・南部の地域性も愉しめるラインナップで

す。

商品名

〈カンティーネ・ディ・オーラ〉ラグレイン　アルト・アディジェ　(赤)

日本初登場の1本。イタリア北端に位置するアルト・アディジェはアルプスの麓。果実味
たっぷりで、程良いボディ感のラグレインは山のきのこと相性抜群です。



 

国/地域 画像
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※ボトルの画像に関しては、一部ビンテージ表記、ラベルデザイン、キャップシールが異なる場合がございますので、予めご了承ください。

2018年　秋のリカーセレクション

イタリアNo.1が教える！イタリア土着品種飲み比べ4本セット

2000種類を超えるとも言われているイタリア土着品種から個性的かつエレガ
ントなワインをNo.1ソムリエがセレクト。是非ご堪能ください。

商品名

ルガーナ　ぺルラ

ミネラル感とレモンのような酸味が全体を引き締めます。また可愛らしいボトルも魅力的。

フィアーノ・ディ・アヴェッリーノ

火打石や白い花、ライム、シトラスの香り。フレッシュな酸味が際立ちます。

ロッソ・コーネロ　カンポフィオリート

空と海と山が重なり合った風光明媚なエリアで造れたワインは、柔らかさ力強さをあわせも
つ。

ランゲ・ネッビオーロ

エレガントで複雑な香りが感じられる。タンニンも非常に細かく、あのバローロを彷彿させ
るクオリティ。



 

国/地域 画像
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※ボトルの画像に関しては、一部ビンテージ表記、ラベルデザイン、キャップシールが異なる場合がございますので、予めご了承ください。

ワイン名

ワインの簡単な商品コメント

オルネッライア　レ・ヴォルテ・デル・オルネッライア

オルネッライアのフィロソフィーを存分に映し出す、サンジョヴェーゼ品種のパーソナリ
ティとそのサンジョヴェーゼに支えられたメルロー品種のまろやかさ、そこに加わるカベル
ネ・ソーヴィニヨン品種のしっかりした骨格や深みなど複雑な要素が特徴的です

ロベルト・ヴォエルツィオ　ドルチェット・ダルバ　プリアヴィーノ

ドルチェット１００％から、毎年平均１２，０００本のみ造られます。鮮やかなルビー色、
プラムやサクランボに加え、スミレの花やグリーン・ペッパーのようなスパイス香も持ちま
す

ルーチェ・デッラ・ヴィーテ　ルチェンテ

名門フレスコバルディ家とロバート・モンダヴィ社のジョイントにより生まれたスーパープ
レミアムワイン「ルーチェ」のセカンドワイン。ルーチェと同じ畑から収穫されたメルロー
とサンジョヴェーゼ品種をブレンド

カステッロ・ディ・モンサント　キャンティ・クラッシコ

「クラッシコ」とは、１８世紀頃からキャンティワインを造っていた伝統のある地域という
意味です。モンサントのキャンティ・クラッシコは、大樽熟成に最も適していると考えられ
る畑のブドウを選んで伝統的な醸造方法で造られます

2018年　秋のリカーセレクション

セット名記入

イタリアを代表する赤ワイン5本セット。
人気の高いルーチェ社「ルチェンテ」オルネッライヤ社「レ・ボル
テ」をセレクト、バローロ・キャンティクラッシコ・ドルチェットを
含くむセットをお愉しみ下さい

イタリアを代表する人気赤ワイン5本セット

パルッソ　バローロ　2013

バローロＤＯＣＧに認定されている１１の村の中でも特に重要と言われる５つの村の内の２
つ、モンフォルテ・ダルバ村とカスティリオーネ・ファレット村にある、日当たりの良い畑
のブドウを使用しています。



 

国/地域 画像
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※ボトルの画像に関しては、一部ビンテージ表記、ラベルデザイン、キャップシールが異なる場合がございますので、予めご了承ください。

ファミリア・パスクア　11ミニッツ　ロゼ　デッレ・ヴェネツィエ

ブドウ品種：コルヴィーナ、トレッビアーノ・ディ・ルガーナ、シラー、カルメネール。11
分間のスキンコンタクトでほんのり上品な薔薇色を引き出した、優美でバランスの取れた繊
細な味わいのロゼワインです。辛口。

パスクア ヴィッラ・ボルゲッティ　ソアーヴェ　クラシコ

ブドウ品種：ガルガネーガ、トレッビアーノ・ディ・ソアーヴェ、シャルドネ。レモンや柑
橘系フルーツの繊細な香り。上品な味わいの余韻も長くヴェネトを代表する白ワインです。
辛口。

ファミリア・パスクア　プロセッコ・ブリュット　Romeo & Juliet

ブドウ品種；グレーラ。フレッシュで繊細な泡と土壌由来のミネラル感、青リンゴや洋ナシ
のフレッシュなアロマに心地よい酸としっかりとした果実味を感じる、溌剌とした味わいの
イタリアを代表する辛口スパークリングワインです。

パスクア ヴィッラ・ボルゲッティ　ヴァルポリチェッラ　クラシコ

ブドウ品種：コルヴィーナ、ロンディネッラ、モリナーラ。タンニンとのバランスにも優れ
たワインで余韻も長く楽しめる１本です。ミディアムボディ。

ファミリア・パスクア　パッシメント　ビアンコ

ブドウ品種：ガルガネーガ。収穫したブドウを陰干にして糖度を高めるヴェネトの伝統製法
「アパッシメント」で造る白ワイン。シトラスフルーツや桃のアロマ、しっかりとした酸と
豊かな果実味のバランスのとれたボリューム感のある味わいです。辛口。

2018年　秋のリカーセレクション

2018年“ガンベロ・ロッソ”最高賞トレビッキエーリ獲得ワイナ
リー

イタリア屈指の銘醸地、ヴェローナを代表する生産者で国際的な評価
も高いパスクア社おすすめのバラエティセット。ヴェネトの伝統製法
である「アパッシメント」（陰干し）のワインや世界的に人気のプロ

セッコをご堪能ください。

商品名

ファミリア・パスクア　パッシメント　ロッソ　

ブドウ品種：メルロー、コルヴィーナ、クロアチーナ。収穫したブドウを陰干にして糖度を
高めるヴェネトの伝統製法「アパッシメント」で造る、プラムやカシスなどの黒系果実の華
やかで甘味のあるアロマが印象的な赤ワインです。フルボディ。



 

国/地域 画像
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※ボトルの画像に関しては、一部ビンテージ表記、ラベルデザイン、キャップシールが異なる場合がございますので、予めご了承ください。

〈セッラ＆モスカ〉　“マルケーゼ・ディ・ヴィッラマリーナ”　アルゲーロ

フレンチオークバリックで18ヶ月、さらに大樽で12ヶ月熟成させた贅をつくしたワイン。極めてま
ろやかな口当たりと樽香とのハーモニーが絶妙な、評価の高い逸品です。

〈グラッタマッコ〉　“グラッタマッコ・ロッソ”　ボルゲリ・ロッソ・スペリオーレ

三大ボルゲリで唯一、地ブドウのサンジョヴェーゼを使用したスーパートスカーナ。
・オークのバリック樽で18ヶ月熟成。フルーティでバルサミコのノートがあり、粋で芳醇、凝縮感が
ある。生き生きとした酸、広がりのある余韻が感じられる非常に長命なワインです。

2018年　秋のリカーセレクション

イタリア「最高評価受賞」　赤ワイン3本セットセット名記入

イタリアの権威あるワイン評価本にて最高評価を獲得したワインのみをセレク
トしたセットです。

土着品種豊かなイタリアで国際品種のカベルネ・ソーヴィニョンを使用して世
界に挑戦し、国際的にも高い評価を得ているこだわりの赤ワインです。

商品名

〈リブランディ〉　“グラヴェッロ”ヴァル・ディネート・ロッソ

カラブリア初のトレビッキエリを受賞した、カラブリア最高峰赤ワイン。
カラブリアの土着品種ガリオッポと国際品種カベルネ・ソーヴィニョンが絶妙にブレンドされた同社
を代表する偉大な赤ワイン。バリックで12ヶ月熟成。ベリー、ハチミツ、スパイスなどの豊かな香
り、力強さとエレガントさを兼ね備えた凝縮感のある味わいです。



国/地域 画像 国/地域 画像
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※ボトルの画像に関しては、一部ビンテージ表記、ラベルデザイン、キャップシールが異なる場合がございますので、予めご了承ください。

09 ｻｸﾞﾗﾝﾃｨｰﾉ･ﾃﾞｨ･ﾓﾝﾃﾌｧﾙｺ / ｶﾝﾃｨｰﾅ･ｺﾞﾚｯﾃｨ

画像添付
エッジにガーネット。熟れた赤果実と黒果実にココア、バニラ、甘草、シナモンなどのスパ
イスがとても複雑。品種の特徴である力強さはあるが、こなれておりバランスが良くエレガ
ント。

15 ｻﾝ･ﾏｰﾆｮ ﾁｪｻﾞﾈｰｾﾞ ﾋﾟｰﾘｵ/ ｺﾙﾃ･ﾃﾞｲ･ﾊﾟｰﾋﾟ

画像添付
やや深い赤色。ラズベリー、ブルーベリーやブラックチェリーに花や丁子、黒胡椒、松の
ニュアンスと豊かで複雑。濃厚で樽の風味が調和。柔らかくしなやかな酸と旨味がありエレ
ガント。

ｷｱﾝﾃｨ ﾙﾌｨﾅ ｳﾞｨｯﾗ･ﾃﾞｨ･ｳﾞｪﾄﾘﾁｪ/ ｸﾞﾗｰﾃｨ

画像添付

フィレンツェの北東に位置するルフィナ地区は、キアンティの生産地の中でも最良とされて
います。この地で5世代に亘りワイン造りを行っているグラーティ自慢の品です。

ｱﾏﾛｰﾈ･ﾃﾞｯﾗ･ｳﾞｧﾙﾎﾟﾘﾁｪｯﾗ/ ｳﾞｨｯﾚ･ﾃﾞｨ･ｱﾝﾀﾈ

画像添付
陰干しをしたブドウから造られたヴェネト州を代表する辛口の赤ワイン。プラムやカシス
ジャム、チョコレート、コーヒーなど複雑な香りが広がります。長い余韻が楽しめ上品な味
わいです。

ブルーベリーやプルーンなどの黒果実の豊かなアロマ、アフターに月桂樹やカルダモンなどの
上質なスパイスを感じます。南イタリアらしい濃厚でストラクチャーがしっかりとした造り。

ｳﾞｨｯﾗ･ﾖﾗﾝﾀﾞ ﾊﾞﾙﾊﾞﾚｽｺ/ ｻﾝﾃﾛ

画像添付

15 ﾍﾞｯﾗﾏﾙｼﾘｱ/ ﾎﾟｯｼﾞｮ･ｱﾙｼﾞｪﾝﾃｨｴﾗ

画像添付
クーネオ県のバルバレスコ村産、ネッビオーロ種から造られるワインです。最低26カ月の熟
成が義務づけられている赤で、凝縮した独特の香りとコクのある味わいをお楽しみ頂けま
す。

トスカーナの銘醸生産者「トゥア・リータ」が所有するワイナリー。南トスカーナ、グロッ
セートを代表する銘酒で、サンジョヴェーゼ種主体で造られます。柔らかな果実味が特徴的で
す。

2018年　秋のリカーセレクション

バローロ・バルバレスコ・アマローネを含む　すべてD.O.C.G赤ワイン８本セット

すべてイタリア最高格付けとなるD.O.C.Gの赤ワインのセットです。イタリアワインの王と呼ばれるバローロに、女王と呼ばれれるバルバレ
スコ、それに匹敵するアマローネも入った、イタリアワインの贅沢なセットをご堪能ください。

商品名 商品名

13 ﾊﾞﾛｰﾛ ﾊﾟﾄﾚｽ/ ｻﾝ･ｼﾙｳﾞｪｽﾄﾛ

画像添付

13 ｳﾞｨｰﾆｬ･ﾍﾟﾀﾞｰﾚ ｶｽﾃﾙ･ﾃﾞﾙ･ﾓﾝﾃ R / ﾄｯﾚｳﾞｪﾝﾄ

画像添付
完熟由来の甘味のあるアセロラや、フレッシュなブルーベリーの果実。ミントやホワイト
ペッパーのアクセント。綺麗な酸、チャーミングな味わいの一方、逞しさがある。余韻が長
い。



 

国/地域 画像

イタリア/ロン
バルディア

イタリア/ヴェ
ネト

イタリア/ピエ
モンテ

イタリア/ヴェ
ネト

イタリア／
ヴェネト

※ボトルの画像に関しては、一部ビンテージ表記、ラベルデザイン、キャップシールが異なる場合がございますので、予めご了承ください。

2018年　秋のリカーセレクション

”ザ・イタリアンスパークリング” 5本セット

イタリアンスパークリングの最高峰「フランチャコルタ」と、プロ
セッコの中でも最上級と言われる特級畑「カルティッツェ」、また土

着品種を使用したものなど、個性豊かなラインナップです。

商品名

フランチャコルタ　ブリュット　／　モンテデルマ

家族経営の小規模ワイナリー。きめ細やかな泡立ちで熟した果実やトーストしたパンの香
り。

イティネラ　プロセッコ　／　MGM

青リンゴをまるかじりしたような酸味と果実味。食前に気軽に楽しめるプロセッコ。

リヴ・ゴーシュ　スプマンテ　／　マルヴィラ

珍しいアルネイス種のスパークリング。土壌由来のミネラル感が心地良い辛口スパークリン
グ。

セパージュ　スプマンテ　ブリュット　／　レ・モレッテ

熟成感とほのかな酵母のニュアンス。食前だけでなく、食事と共に愉しむことが出来ます。

”ジェイオ・カルティッツェ”　プロセッコ・ディ・ヴァルドビアデーネ・
スーペリオーレ・ディ・カルティッツェ/ビゾル

極僅かな単一畑”カルティッツェ”のブドウを使用。厚みを感じ、長くエレガントな余韻。



国/地域 画像 国/地域 画像

イタリア/ア
ブルッツォ

イタリア/
ヴェネト

イタリア/
ラツィオ

イタリア/
ヴェネト

イタリア/
ヴェネト

イタリア/
シチリア

イタリア/
トスカーナ

イタリア/
プーリア

イタリア/
シチリア

イタリア/
トスカーナ

イタリア/
ピエモンテ

イタリア/
シチリア

※ボトルの画像に関しては、一部ビンテージ表記、ラベルデザイン、キャップシールが異なる場合がございますので、予めご了承ください。

＜アンティカ・パナセア＞　トレッビアーノ・ダブルッツォ ＜ラ・クエルチャ＞メルロー

爽やかな柑橘フルーツの香り、フリーランからくる旨味のあるフレッシュな味わい。

2018年　秋のリカーセレクション

北から南まで、イタリアを縦断　１２品種飲みくらべ赤・白ワイン１２本セット

国内全土でワイン造りが盛んなイタリアは品種の宝庫。
土着品種から国際品種まで、代表的な１２品種をチョイスしたイタリアらしい多様性が愉しめるセットです。

商品名 商品名

黒系果実の芳醇な香り。穏やかなタンニンが印象的でフルーティーな味わい。

＜ボルジェーゼ＞　フラスカティ ＜アンティカ・パナセア＞　カベルネ・ソーヴィニヨン

フリーランとソフトプレスの果汁から造られたフルーティーで旨みのある味わい。 大粒果実の香りに豊富な果実味、タンニンは穏やかで中程度の厚み。

＜ボルジェーゼ＞　シャルドネ ＜アンティカ・パナセア＞　ネロ・ダーヴォラ

フレッシュでフルーティー、穏やかな酸味が印象的で上品なスタイル。 豊かな果実の風味、緻密なタンニンと穏やかなタンニンが印象的で厚みのある味わい。

＜カヴァリエレ＞　ヴェルナッチャ・ディ・サンジミニャーノ ＜サンヴィート＞ネグロアマーロ

芳醇な果実のニュアンス、厚みのあるボディの華やかな味わい。 南の産地の特徴がよく表現された芳醇な果実の風味と厚みのある味わいが特徴的。

＜サンヴィート＞　グリッロ ＜ヴィア・カッシア＞キアンティ

フルーティーさと綺麗な酸とのバランスが良い爽やかな味わい。 赤い果実の香りに綺麗な酸が特徴的なキアンティのスタンダードな味わい。

＜ラ・クエルチャ＞ピエモンテ・バルベーラ ＜エッセンツァ＞　シラー

赤い果実の香りに冷涼地らしい綺麗な酸味。上品でバランスの取れた味わい。 芳醇な果実と少しスパイスの香り、穏やかな酸味と優しいタンニンのこなれた味わい。



国/地域 画像 国/地域 画像

イタリア/ピ
エモンテ

イタリア/カン
パーニャ

イタリア/
ヴェネト

イタリア/シチ
リア

イタリア/フ
リウリヴェネ
ツィア・
ジューリア

イタリア/サル
ディーニャ

イタリア/ト
レンイティー
ノ

イタリア/プー
リア

イタリア/ト
スカーナ

イタリア/ア
ブルッツォ

※ボトルの画像に関しては、一部ビンテージ表記、ラベルデザイン、キャップシールが異なる場合がございますので、予めご了承ください。

【カンティーナ・トッロ】モンテプルチアーノ　ダブルッツォ　ＤＯＣ　

紫がかったルビー色。チェリー、マラスカの豊かな香り。スパイスやバルサムのニュアン
ス。フルーティでタンニンの柔らかい、非常にバランスの良い味わい。前菜、パスタ料理、
肉料理一般から、和や中華のテイストまで合わせやすい理想的なデイリーワインの赤。

【カステッロ・ディ・グレヴェペーザ】ロッソ　トスカーナ　ＩＧＴ　”ロッソ　0”

マロラクティック発酵、熟成ともにステンレスタンク使用。鮮やかなルビー色。森の果物
と、サンジョヴェーゼ特有の豊かなスミレの香り。まろやかな口当たり。ラグーなどのコク
のあるパスタ料理。肉の煮込みなど。

【コンキリオ】テロルデゴ　ロタリアーノ　ＤＯＰ 【ダ　カステッロ】ネグロアマーロ　ＩＧＰ

トレンティーノ県、メッゾロンバルドからサンミケーレにかけての”カンポ・ロタリアー
ノ”と呼ばれるテロルディゴ種の育つゾーンで栽培。深いルビー色、桑やカシスの香りとス
ミレ、ローストアーモンドの、リコリスの甘いノート。果実味が豊かで深みのある味わい。
サラミ類、肉の煮込み料理などに

深いルビー色。桑のコンポート、ブラックカラントのジャムのような甘く濃厚な香り。リコリ
ス、スパイス、バニラのノート。豊かな果実味としっかりとしたストラクチャー。柔らかなタ
ンニン。ソースの効いた肉料理。羊や子牛のローストやグリル、ソフトタイプの熟成チーズ。

【ヴァルヴィティス】レフォスコ　デル　ペヅンコロ　ロッソ　ＤＯＣ　グラーヴェ　デル　フリウリ 【ザナタ】カノナウ・ディ・サルディーニャ　ＤＯＣ”アリノス”

フリウリで主に生産される力強い赤品種レフォスコ。紫がかった濃厚なルビー色。野生のブ
ラックベリーや桑を思わせる香り。夏草を思わせるグリーンなトーン。落ち着いた果実味と
豊かなミネラル感。しっかりとした酸味とタンニンも感じられるが、調和がとれている。生
ハムやサラミ類、牛肉のグリル、ジビエ料理に。

濃いルビー色。ワイルドベリー、プラムのコンポートを思わせる深い香りとかすかなトースト
香。柔らかいがリッチな飲みごたえ。かすかな苦みとタンニン。サラミ類、パスタ料理全般。
鶏肉料理、中熟チーズに。

【マスティア】バルドリーノ　ＤＯＣ

明るめのルビー色。チェリー、ブルーベリー、アーモンド、スパイスの香り。フルーティー
でまろやか、酸もタンニンも非常に穏やかで様々なお料理に合わせやすい。カジュアルなイ
タリアン、野菜や魚介の中華風炒め物などにも。

深いルビー色。森の果物のコンポートを思わせる熟れた甘い香り。果実由来の甘みと上品な酸
のバランス。ソフトなタンニンと滑らかな舌触り。水牛のモッツァレッラ、タコのトマト煮
や、イワシのパスタなど魚介料理にも。

2018年　秋のリカーセレクション

イタリアの赤ワインを満喫する！イタリア周遊10州10主要品種飲みくらべ赤ワイン10本セット

イタリアの各州から10種類の主要品種を用いて造られた、イタリアの赤を識るにはもってこいのセットです。赤ワインを愉しみながら旅気
分で飲みくらべをしてみてはいかがでしょうか。

商品名 商品名

【サンシルベストロ】バルベラダスティ 【カンティーナ・ディ・トゥーフォ】アリアニコ　ＩＧＴ　ベネヴェンターノ　”コルテレジア”

フレンチオークのバリックで9カ月熟成。濃厚なルビー色。プラム、スグリ、チェリｰ､スミ
レの芳香。スパイス、ヴァニラのトーン。優雅な酸味とタンニン。適度な厚み。豊かな果実
味のアフターテイストが長く持続。ラグー系のソースのパスタ、ラザーニャ、ミートローフ
などに。

濃厚なルビー色。ブラックカラント、桑、マラスカチェリーの芳香。スミレ、リコリス、セー
ジのニュアンス。完熟した果実の味わい。柔らかなタンニン。サラミ類ヤサルシッチャなどの
塩蔵肉、野菜料理や豆のスープ。ソフトタイプのチーズに。



国/地域 画像 国/地域 画像

国地域名 国地域名

国地域名 国地域名

国地域名 国地域名

国地域名 国地域名

国地域名

国地域名

※ボトルの画像に関しては、一部ビンテージ表記、ラベルデザイン、キャップシールが異なる場合がございますので、予めご了承ください。

ビアンコ　サレント

緑がかった麦わら色。野生の花やバナナの香り。滑らかな口当たりのワインです。

フォンタマラ　シャルドネ

花を思わせる香りの中に南国フルーツのニュアンスを感じることができます。

シャルドネ マーレ　キアーロ　チロ　ビアンコ

トロピカルフルーツのアロマがあり、酸味は穏やかでまろやかな口当たりです。
熟したトロピカルフルーツや白い花の香りが心地よい地中海ならではのフレッシュでミネラル
感溢れるワインです。

レモーレ　ビアンコ フラスカティ

レモンやグレープフルーツの様な、柑橘系のフレッシュな酸味のある中口のワインです。 麦藁色、フラスカティ特有の濃いフルーツのアロマ。ドライで滑らかな味わいです。

マーガレットの花の香りの様な、繊細な香りと程よい酸味のある、エレガントなワインです。
オーガニックワイン。

シャルドネ　ヴェネト　バリック ファランギーナ

バナナとバニラの風味を伴ったマイルドな酸味を持つ調和のとれたワイン。 バナナやパイナップル、リンゴのフレッシュな香りをもつアロマティックなワインです。

2018年　秋のリカーセレクション

イタリア周遊10州飲みくらべ白ワイン10本セット

イタリアの産地を周遊で愉しめる飲みくらべセット。それぞれがその土地に根差した品種で造られています。
爽やかで軽快なものから、滑らかな口当たりの辛口まで、テロワールの個性を感じる１０本です。

商品名 商品名

ピエトラグランデ ファレリオ

魅力的なシトラスのニュアンスがあり、ふくよかなミネラルか続きます。



 

国/地域 画像

スペイン/
ペネデス

スペイン

スペイン/
カリニェーナ

スペイン/
カリニェーナ

スペイン/
カリニェーナ

スペイン/
カリニェーナ

※ボトルの画像に関しては、一部ビンテージ表記、ラベルデザイン、キャップシールが異なる場合がございますので、予めご了承ください。

2018年　秋のリカーセレクション

〈ラ・グランハ〉赤・白・スパークリングワイン6本セット

世界の食卓に「笑顔」と「美味しさ」を届けることをコンセプトとす
るブランド〈ラ・グランハ〉。ユーモアあふれる動物ラベルの絵は、
スペインの高名な現代画家が特別に描いたものです。目で舌でお愉し
みください。

商品名

360 カヴァ ブルット

鳥が羽毛をまとっている、ユニークラベル。
D.O.カヴァ。チャレッロ70%、パレリャーダ30%。ステンレスタンクで醸造。ドザージュ
は8g/l。柔らかい口当たり。

360 ベルデホ・ビウラ

クジャクの背中に鳥が巣を作っているユニークラベル。
ベルデホ（香りと構造）30%、ビウラ（酸とフィネス）70%。標高700～800メートルの
なだらかな大地に広がる、水捌けの良い斜面畑より。石の多い砂質土壌。100%除梗。香り
高い辛口。

360 テンプラニーリョ

ぶたが風船になっているユニークラベル。テンプラニーリョ100%。カリニェーナに特有の
標高400～800メートルの畑は、夏は暑く冬は寒く、昼夜の寒暖の差も大きく、「シエル
ソ」と呼ばれる強い北風が年中吹いて畑が常に健康に保たれるなど、ぶどう栽培に理想的な
環境。石の多い石灰岩質土壌。チャーミングな果実感。

1080 テンプラニーリョ・ガルナッチャ

鹿の角にめっちゃお花咲いてる・・・ユニークラベル。同ブランドの最上級商品。
テンプラニーリョ40%、ガルナッチャ60%。ステンレスタンクで発酵後、アメリカンオーク
（新樽率15%）で6ヵ月間熟成。ボリュームのある、余韻の長いワイン。

360 ガルナッチャ・シラー

オスのニワトリが金の卵を産んでいるユニークラベル。ガルナッチャ50%、シラー50%。カ
リニェーナに特有の標高400～800メートルの畑は、夏は暑く冬は寒く、昼夜の寒暖の差も
大きく、「シエルソ」と呼ばれる強い北風が年中吹いて畑が常に健康に保たれるなど、ぶど
う栽培に理想的な環境。石の多い石灰岩質土壌。コクとジューシーさあり。

イヤー・オブ・ザ・ドッグ ガルナッチャ・シラー

上記ガルナッチャ・シラーの2018年干支シリーズ限定ラベル。（6種類ありますのでどれが
行くかはお楽しみ。）



 

国/地域 画像

スペイン/
カタルーニャ

スペイン/
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※ボトルの画像に関しては、一部ビンテージ表記、ラベルデザイン、キャップシールが異なる場合がございますので、予めご了承ください。

2018年　秋のリカーセレクション

世界の「レセルバ」熟成赤・スパークリングワイン6本セット

長い熟成を経た「レセルバ」タイプのワインで世界周遊してみませんか？
濃厚で深みのある味わいは、秋の夜長にぴったりの味わいです。

商品名

<ロジャーグラート>カヴァ グラン･レセルバ ジョセップ･ヴァイス

地下セラーで48か月の熟成を経てリリース、きめ細かな泡、濃厚な味わいを楽しめます

<クネ>レセルバ

バランスの取れたタンニンを持ち、複雑で洗練された味わいが長い余韻に続きます

<ラ･クロワザード> レゼルヴ カリニャン ヴィエイユ･ヴィーニュ

平均樹齢40年の古樹の果実のみ使用、複雑な味わいを楽しめます

<アリウェン>レセルバ カベルネ･ソーヴィニヨン

力強いアタック、豊富なタンニンと上品な酸味のバランスが秀逸な1本です

<ボッテル>カピタニオ ロッソ･モリーゼ･リゼルヴァ

芳醇で滑らかなタンニン、濃厚でバランスのいい味わいが楽しめます

<アルジェント>レゼルヴァ マルベック

滑らかな舌触り、柔らかくまろやかなタンニンがバランス良く感じられます



 

国/地域 画像

フランス/ラン
グドック

フランス/ブル
ゴーニュ

フランス/ラン
グドック

ウルグアイ/ガ
ルソン

チリ/マイポ
ヴァレー

アメリカ/モン
トレー

※ボトルの画像に関しては、一部ビンテージ表記、ラベルデザイン、キャップシールが異なる場合がございますので、予めご了承ください。

2018年　秋のリカーセレクション

フレンチオークで熟成したこっくりワイン
上品濃厚なふくよか白ワイン6本セット

濃厚で深みのあるワインが飲みたくなる秋。その中でも特に、秋の味覚にマッ
チするフレンチオーク樽で熟成したワインを厳選しました。世界の樽熟ワイン

を優雅にご堪能ください。

商品名

〈シャトー・ペノティエ〉マルキ・ド・ペノティエ・シャルドネ

1級シャトーの元醸造長が監修する一本。凝縮感ある果実味と、樽熟成由来のバニラの香り
がしっかりと感じられます。

〈ドメーヌ・シャテルス〉ブルゴーニュ・ブラン

数あるワイン産地でも大変人気のブルゴーニュ産。飲みごたえある一本。

〈ドメーヌ・プティ・プロ〉シャルドネ樽熟成

バニラやナッツのような豊かな雰囲気。ボリューム感のある、南フランスらしい一本。

〈マンドリン・ヴィントナーズ〉シャルドネ

トロピカルな果実味と、上品なバニラの香りが混ざり合ったリッチな味わい。

〈ボテガ・ガルソン〉アルバリーニョ・レセルバ

今、注目の産地ウルグアイ。酸味とまろやかさのバランスがとれた心地よい味わいです。

〈テラマター〉アルタム・シャルドネ

なめらかでクリームのような質感があり、肉厚で豊かな味わいが長く続きます。



国/地域 画像 国/地域 画像

ドイツ/ナー
エ

フランス/ラン
グドック=ルー
ション

フランス/ラ
ングドック＝
ルーション

オーストラリア
/南オーストラ
リア

アメリカ/カ
リフォルニア

アメリカ/カリ
フォルニア

チリ/マウレ
ヴァレー

チリ/アコンカ
グアヴァレー

南アフリカ/
西ケープ

南アフリカ/西
ケープ

※ボトルの画像に関しては、一部ビンテージ表記、ラベルデザイン、キャップシールが異なる場合がございますので、予めご了承ください。

バランス　ワインメーカーズ・セレクション　ピノ・ノワール バランス ワインメーカーズ・セレクション　シャルドネ

味わいはストロベリー、甘味のある赤いフルーツ、スパイス。余韻には、ほのかなタンニン
の苦味が心地よい1本。

リッチで熟したトロピカルフルーツの味わい。樽香も感じ、最後に苦味、スパイスを感じさせ
る白ワイン。

ルナ・ジェナ　ピノ・ノワール VSE　クラシック　シャルドネ

口当たりは柔らかくおだやか。熟した赤系果実の程よいボリューム感、チャーミングな酸と
スパイスの余韻を持つ、冷涼気候の特性を感じる赤ワイン。

アプリコットや黄色い花を想わせるふくよかなアロマ。フレッシュでボリュームのある飲み口
で、トロピカルフルーツの新鮮な味わいが口いっぱいに広がる。

シー・リッジ　ピノ・ノワール シーリッジ　シャルドネ

程良く熟れた果実の印象。余韻に心地良い酸味とタンニンが続く、親しみやすい味わい。 豊潤な味わいでバターやスパイスのアクセントと香ばしさを感じる、ふくよかな味わい。

澄んで艶のある淡い黄色。洋梨やトロピカルフルーツを想わせる香り。果実味豊かなバランス
の良い白ワイン。

エスカル　ピノ・ノワール ソーン・クラーク　ミルトンパーク　シャルドネ

畑の持つ個性が引き出された、生き生きとして軽快な口当たりのチャーミングなブルゴー
ニュワイン。

白桃、メロン、洋ナシのアロマに柑橘系の上品な香り。パイナップルを想わせる豊かな果実
味。口当たりやさしく余韻の長い芳醇な味わい。

2018年　秋のリカーセレクション

世界のピノ・ノワールVSシャルドネ飲み比べ10本セット

やわらかく上品な味わいで人気のピノ・ノワール種主体の赤ワインと、高級品種として知られるシャルドネ種でつくられる白ワイン。世界の
銘醸地で造られたそれら品種の飲み比べをお愉しみいただけます。

商品名 商品名

ジョゼフ・ドラーテン　ピノ・ノワール　ナーエ エスカル　シャルドネ

黒スグリやチェリーのアロマ｡まろやかなタンニン。ベルベッティな口当たりで余韻の長い
味わい。



 

国/地域 画像
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※ボトルの画像に関しては、一部ビンテージ表記、ラベルデザイン、キャップシールが異なる場合がございますので、予めご了承ください。

シャトー・カルルマグニュス

フロンサックの筆頭生産者アルノー・ルー・オリエ所有。果実の凝縮感とシルキーな質感、
スパイシーで複雑な芳香にワイルドなタンニンを持つ、ペトリュスを目標とした力作です。

ドメーヌ・ド・フォージェルー・エクスプレッション

馬とともに生きる北部メドック、シヴラックのアルティザン、ブルーノ・リシャール氏のド
メーヌ・ド・フォージェルーの27HL/Haの少収量フラッグシップ。

レ・トゥール・ド・ボーモン

シャトー・ボーモンのセカンド・ラベルで、果実のピュアな華やかやブドウ本来の風味を活
かした造りになっています。

エモーション・デュ・シャトー・カルルマグニュス

フロンサックの雄シャトー・ド・カルルマグニュスのセカンド・ラベル。カルルマグニュス
のスタイルを踏襲しながらも柔らかさのある仕上がり。果実味溢れる2012年。

シャトー・ガレ・ベルヴュ

レオヴィル・ラスカーズのデュロン家がメドックで造るCHポタンサックの弟的存在のワイ
ン。キメ細やかさと濃密さの2012年。

2018年　秋のリカーセレクション

厳選ボルドー濃厚赤6本セット

ボルドー地方のフルボディの赤ワインで、極上で旨味がたっぷりなも
のを厳選しました。また銘醸地サンジュリアン村のシャトー・カプデ
やシャトー・ボーモンのセカンドラベルも入ったお買得なセットで

す。

商品名

シャトー・カプデ

クリュ・アルティザンの唯一サンジュリアンACシャトー。カプデ家が0.6ヘクタールの畑か
らわずか4,000本/年のみ生産。



国/地域 画像 国/地域 画像

国地域名 国地域名

国地域名 国地域名

国地域名 国地域名

国地域名 国地域名

国地域名

国地域名

※ボトルの画像に関しては、一部ビンテージ表記、ラベルデザイン、キャップシールが異なる場合がございますので、予めご了承ください。

コントリ　アパッシメント・ネグロアマーロ

樹上で３週間アッパッシメント、手摘み。ステンレスタンク発酵。アッパッシメントにより
ブドウの水分量は半分になっているため、通常の倍量の原料を要する。深紅色、スパイス、
完熟果実の凝縮した香り。味わいは重厚でなめらか、フルボディ

コンテ・ディ・カンピアーノ ネロ・ディ・トロイア

ブドウ品種はトロイの木馬で知られる小アジアのトロイが起源です。この逸話にちなみ、ラ
ベルには馬がデザインされています。アルコール度数が高く、香り豊かで、タンニン・果実
味豊富、かつ透明感のあるワインです。

コンテ・ディ・カンピアーノ　サンジョヴェーゼ・ルビコーネ ヴィニテラ テラ マルベック 

完熟したブドウを手摘み、約２週間ステンレスタンク発酵、果実のエキスと柔らかなタンニ
ンを抽出する。紫色がかった深紅色。スミレやスパイスや赤い果実の香り。味わいは重厚で
なめらか、フルボディ。

アルゼンチンのメンドーサに1997年にAdriano Senetiner氏によって設立されたワイナリー
「ヴィニテラ」。Senetiner氏は醸造家としても経営者としても、アルゼンチンワイン業界で
は名高く、政府より騎士の称号が贈られています。香り高いフルボディのワイン。

シャトー・ド・ヴァルコンブ・トラディション ラ・パルマ　レゼルバ・カベルネ・ソービニヨン

畑全体の平均樹齢が30〜35年。伝統的醸造法で区画ごとに醸造。くっきりとした紫色。凝
縮感ある口当たりで、濃密なブラックベリーの香り。非常に滑らかなタンニン。はっきりと
した濃いルビー色。フランボワーズを思わせる繊細だが強烈な香り。しっかりとした骨格の
男性的なワイン、心地よい後味。

1824年にオッサ家によりチリのペウモ谷に設立されたワイリー。884ｈａの畑を有し、世界
30ヶ国以上に輸出しており、2010年にオーガニック生産者として認証された。渋味は控えめ
で、果実味が豊かな爽やかな飲み口のワイン。

ムレダは欧州最大のオーガニックのブドウ畑を所有しており、すべてのワインはオーガニック
の認証を受けています。畑の位置する土地はラ・マンチャ地方の中でも高級ワインが多く造ら
れる恵まれた産地。渋味が豊かで、果実味は控えめなバランスの良いワイン。

シャトー・フォンガバン　カスティヨン     アンゴーヴ チョークヒルブルー・シラーズ/カベルネ

タイックス家の4代目であるピエール・タイエックス氏。彼のワインはエレガントで繊細さ
が特徴。香りはカシスやブラックベリー、スパイシーな風味が香る。口に含むと適度な凝縮
感と果実味と共に、スパイシーな風味がしっかりと口中に広がります。

家族経営で5代に亘るアンゴーヴ家は、現在世界約30ヶ国に輸出している。設備投資も積極的
に行い、ハイクオリティーのプレミアムワインの生産でも成功を収める。渋味が柔らかく、果
実味も控えめの飲みやすい口当たりの赤ワイン。

2018年　秋のリカーセレクション

世界の濃厚赤ワイン10本セット

ヨーロッパの伝統国を中心に世界のフルボディ・赤ワインをお飲み比べ頂ける充実のワインセットです。
コクのある力強い味わい、豊かな個性を本格的にお飲みくらべ頂きながら心行くまでお愉しみ下さい。

商品名 商品名

シャトー・ブリオ ムレダ  オーガニック・カベルネ・ソービニヨン

1948年アンリ・デュクール氏によって、わずか11haの畑で家族経営を始める。現在では
10のプロパティ360haを超える畑を持つ、アントル・デュ・メールで最大の栽培醸造者に
成長。新鮮で豊かな香り。穏やかで控えめな渋みとフルーティーな果実味。



国/地域 画像 国/地域 画像
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※ボトルの画像に関しては、一部ビンテージ表記、ラベルデザイン、キャップシールが異なる場合がございますので、予めご了承ください。

＜アルバレス・イ・ディエス＞　マンテル・ソーヴィニョン・ブラン ＜モンテアベジョン＞　モンテアベジョン・バリカ

金柑の様なほろにが系柑橘に蜂蜜のようなコク。スペインNO.1ソーヴィニョンブラン。 樽熟成と果実味のバランスが絶妙で、お食事に合わせやすい赤ワイン。

＜カ・ネストラック＞　カ・ネストラック・ブランク ＜ボデガス・エステファニア＞　ティレヌス・ティント

マスカットのアロマと飲み心地のよい酸。癖になる味わい。 天才醸造家ラウル・ペレスが造る、メンシア種の葡萄の特徴が表現されています。

＜アルバレス・イ・ディエス＞　ランソス・ブランコ ＜セントロ・エスパニョーラス＞　アジョッソ・クリアンサ

柑橘のフレッシュでジューシーなアロマに爽快感のある酸が特徴。 程よい果実味に樽香が見事に調和。まろやかな酸味とバランスの取れた味わい。

＜ロケタ・オリヘン＞　ロス・コンデス・ブランコ ＜ロケタ・オリヘン＞　シネラ・ガルナッチャ・ティンタ

ワイン王国５つ星獲得の最強コストパフォーマンス白ワイン！！！ 新鮮なベリーなアロマに、バランスのとれた綺麗な果実味とタンニン。

2018年　秋のリカーセレクション

老舗レストラン厳選。スペインのカヴァ、白、赤ワイン10本セット

創業25年のレストラン　『スペインクラブ』で提供される、スペイン各地の選りすぐりのワインを揃えました。
美味しい秋の味覚と一緒にご自宅でスペインバル気分をお楽しみ頂けるバラエティに富んだ10本セットです。

商品名 商品名

＜ソレール・ジョベー.>　モネガール・セルダ・ブリュット ＜アルバレス・イ・ディエス＞　ランソス・ティント

一番搾り果汁で作るカヴァ。力強い泡とフレッシュな酸が魅力。 フレッシュベリーのような瑞々しいテンプラニーリョ個性を完璧に表現した一本。



 

国/地域 画像
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フランス
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※ボトルの画像に関しては、一部ビンテージ表記、ラベルデザイン、キャップシールが異なる場合がございますので、予めご了承ください。

2018年　秋のリカーセレクション

秋の味覚にピッタリ！滋味深い自然派ワイン6本セット

「滋味深い」をキーワードに、秋の味覚にピッタリな自然派ワインを
バリエーション豊富に取り揃えました。軽快かつ果実の旨みがたっぷ
りな白や、ミネラルやタンニンをしっかりと感じられる赤まで、どの

秋の食材の取っても合うようにセレクトしています。

商品名

マス・ド・ジャニーニ／セ ビアン コム サ ブラン

レモンやライム、ミント、トロピカルフルーツの香り、フレッシュな酸と果実味のバランス
が取れています。

ドメーヌ・アザン／AZAN ブラン

健康なシャルドネならではの輝く黄金色にパイナップルやパッションフルーツなどの華やか
な香り、ふっくらとした果実味とやさしい酸味が心地良い味わいです。

リヴィングアース／シャルドネ

ダークチェリーやカシスの香り、瑞々しい果実味とこなれたタンニンが口中に拡がります。

クロ・シギエー／カオール

乾燥ハーブや鉄のニュアンス、軽やかでフレッシュな果実にアフターのタンニンが美しく溶
けます。

マス・ド・ジャニーニ／セ ビアン コム サ ルージュ

濃い赤紫の外観、赤果実と土っぽい風味が拡がる豊かな味わいは、以前同様のコストパ
フォーマンスの高さで自信を持ってお勧めいたします。

シャトー・レ・キャトル・フィーユ／フレシア ルージュ

ダークチェリーやカシスの香り、瑞々しい果実味とこなれたタンニンが口中に拡がります。



 

国/地域 画像

イタリア/ピエ
モンテ

フランス/ラン
グドック

イタリア/プー
リア

イタリア/シチ
リア

フランス/アル
ザス

フランス/ラン
グドック

※ボトルの画像に関しては、一部ビンテージ表記、ラベルデザイン、キャップシールが異なる場合がございますので、予めご了承ください。

カマルグ　ルージュ　／　ドメーヌ ル・ピーヴ

塩で有名なカマルグ湿原にあるミネラル豊かな土壌を持つワイナリー。野性のフラミンゴを
保護するため徹底した無農薬栽培。

NM　ネレッロ・マスカレーゼ　／　グッチョーネ

わずか6ヘクタールの自社畑でビオディナミ農法。シチリア西部では珍しいネレッロ種。

ピノ・ノワール　アルザス　／　アンドレ・クラインクネクト

7世代続く家族経営のワイナリー。イチゴのようなチャーミングな果実味、徐々に凝縮感を
感じる。

カトレヤ　カベルネ・ソーヴィニヨン　／　ドメーヌ・ピエーレ・シャヴァン

チャーミングな果実味がありながらタンニンもしっかり感じるバランスの良い赤。

プーリア　プリミティーヴォ　／　カイアッファ

ラズベリー、チェリーなどの赤い果実、ほのかにバニラ香。海沿いの畑でオーガニック農
法。

2018年　秋のリカーセレクション

ワイン大国のフランスとイタリアから
滋味たっぷり自然派ワイン6本セット

繊細な味わいの食材が旬を迎える、秋の味覚にはぴったりの、ぶどう
の旨みたっぷりな自然派ワイン。時間の経過とともに変化するワイン

の味わいをじっくりとお愉しみください。

商品名

ベロッティ　ロッソ　／　カッシーナ・デッリ・ウリヴィ

フレッシュな果実味と豊かな土壌由来のしっかりとしたミネラル感。天然酵母で発酵、SO2
無添加。



 

国/地域 画像
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※ボトルの画像に関しては、一部ビンテージ表記、ラベルデザイン、キャップシールが異なる場合がございますので、予めご了承ください。

2018年　秋のリカーセレクション

“癒されるような心地のよさ“果実味豊かな飲み頃赤ワイン
６本セット

程良い熟成感と滑らかな果実味を感じる赤ワインをセレクトしました。心地良
い味わいは食事とのマリアージュはもちろん、ワインだけで飲んでもリラック

スでき、秋のさまざまなシーンでお愉しみいただけます。

商品名

【ｼｬﾄｰ･ﾃﾞｭ･ﾌﾞﾙｲﾕ】　ｵｰ･ﾒﾄﾞｯｸ(ﾌﾞﾙｼﾞｮﾜ級)

創業は6世紀にまでさかのぼる、メドックで最も古いぶどう畑のひとつ。その畑はChラ
フィットとChコスデストゥルネルの両Chの畑に隣接している。非常に恵まれたエリアにあ
る畑から上質なぶどうを得、ブルジョワ級のワインとなる。

【ｼｬﾄｰ･ﾏﾉﾝ･ﾗ･ﾗｷﾞｭｰﾇ】ﾌﾞﾗｲ･ｴｸｾﾚﾝｽ

とてもエレガントなタンニンが感じられ、熟したプラムのような果実のアロマ、ミネラルも
感じられ余韻も長い。程よくこなれたなめらかな味わい。

【ｼｬﾄｰ･ﾄﾞ･ﾊﾞｻｲﾕ】 ﾏﾃﾞｨﾗﾝ

ブラックチェリーなどの黒系果実とフランボワーズのような赤系果実が混ざり合い、複雑な
香りです。タンニンも丸くすぐにでも楽しめるワインです。

【ﾃﾞ･ｱﾙﾍﾞﾙﾄ】ﾌｨﾝｶ･ﾊﾞﾙﾃﾞﾓﾔ･ｸﾘｱﾝｻ

いきいきとした色調でチェリーのような香り。ぶどうをそのまま食べているかのような凝縮
感のある果実味、タンニンがなめらかに溶け込んでいます。

【ﾌﾘｭ･ﾉﾜｰﾙ】ﾏﾃﾞｨﾗﾝ"ﾌﾚｼｭｰﾙ"

パワフルな味わいが印象的なマディランですが、本来はエレガントで滑らかなバランスの良
いワイン。そんな本来の味わいを教えてくれる“元祖”マディランです。

【マルケス・デ・テラン】オリャメンディ・クリアンサ

熟した果実のアロマで、口に含むと丸みがあり、バランスのよい酸が見事に調和した、しっ
かりとした味わいと透明感のある赤ワイン。



 

国/地域 画像
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※ボトルの画像に関しては、一部ビンテージ表記、ラベルデザイン、キャップシールが異なる場合がございますので、予めご了承ください。

安心院ワイン　　 ソーヴィニヨンブラン

トロピカルフルーツの優しいハーブの香り、フレッシュな酸味が特徴的な辛口白ワインで
す。

丹波ワイン　無濾過甲州 

最終濾過せずボトリングし、ぶどう本来の果実感やふくよかさを持たせ味と果実味のバラン
ス良く、かすかな苦みが全体を引き締めています。

神戸みのりの公社　　セレクト　赤

ライトな口あたりで、赤い果実を想わせる華やかな香り。やわらかなタンニンが心地よく上
品な味わいです。

エーデルワイン　星の果樹園シードル　ドライ白

太陽の光をいっぱいに浴びた江刺のサンふじを贅沢に使用し、やや辛口のワインに仕上げま
した。
リンゴそのままの味わいが楽しめるシードルです。

高畠ワイン　バリック　プレミアム　ロゼ　

樽でゆっくり醗酵することで、落ち着いた色調の仕上がり、華やかな香り、ふくよかな味わ
いが広がる、料理とのマリアージュも楽しみな本格的辛口ワインです。

2018年　秋のリカーセレクション

魚介類に合う国産バラエティワイン６本セット

日本全国の有名なワイナリーから魚介に合うワインをバラエティ幅広くセレク
トしました。辛口のシードルからロゼワインまで造り手のコメントとともに旬

のお魚と合わせて愉しんでみてはいかがでしょうか。

商品名

十勝ワイン　ツバイゲルト特別醸造

マセラシオン・ア・ショー製法で特別に醸造したワインです。果実香が豊かでやさしいタン
ニンが広がる飲みやすい赤です。



国/地域 画像 国/地域 画像

イタリア/ヴェネト
スペイン/カラタユ
ド

スペイン/ペネデ
ス

アルゼンチン/メンドー
サ

スペイン/コステ
ルス・デル・セグ
レ

スペイン/ルエ
ダ

スペイン/リアス
バイシャス

オーストラリア
/ヴィクトリア

フランス/ラング
ドック・ルーショ
ン

チリ/カサブラン
カヴァレー

※ボトルの画像に関しては、一部ビンテージ表記、ラベルデザイン、キャップシールが異なる場合がございますので、予めご了承ください。

アカデミア　ブルー エヴォディア　白

淡い麦藁色。きめ細かく長くたなびくペルラージュ。ゴールデン種のリンゴ、パッションフ
ルーツ、パイナップル、アカシアの花の豊かな芳香があります。非常にフルーティーな辛口
で、爽やかなのど越し。ミネラルと酸のバランスのとれた心地よい味わいです。

緑がかった淡い黄色。白い花やトロピカル・フルーツの豊かな香りが広がります。アルコール
のボリューム感と酸味のバランスが良く、上品でなめらか、フレッシュな味わいが特徴です。

2018年　秋のリカーセレクション

世界６ヵ国白・スパークリングワイン１０本セット

魚食文化が広まるスペイン中心に世界の白ワインをセレクト。
クセのない白ワインは魚介はもちろん、気軽に日頃のお料理と合わせていただけます。

食欲の秋をとことん愉しみ、世界のお料理と一緒にご堪能下さい。

商品名 商品名

プリンシピア　マテマティカ サンタ・アナ　クラシック　トロンテス

樽がキレイに溶け込んだ熟した果実味、ボリューム感がありシルキーな味わい。パイナップ
ル、ライムリーフ、スパイスなど複雑味があり、深い味わい。

緑がかった黄金色。白い花やバラ、柑橘類のアロマが感じられる。フレッシュかつさわやかな
余韻、そしてバランスの取れたワイン。

アウセルス 　カンポス・デ・スエニョス　

青りんご、洋ナシ、パイナップル、ピーチリキュール、柑橘系果実、などの香りに、ローズ
マリーなどのハーブのニュアンス。味わいはフレッシュで柑橘系果実の奥行きのある味わ
い。ミネラルも感じ取れます。酸と果実味のバランスが良く、余韻も長い。

パイナップルやトロピカルフルーツの華やかな香り。柑橘系のフレッシュな味わいが非常に心
地よく、アニスの甘くほのかな苦味が長めの余韻をもたらしてくれます。

オファルム ディーキン・エステート　リースリング

縁が緑がかったクリーンなイエローカラー。レッドグレープフルーツや青リンゴなどのフ
レッシュでエレガントな香り。イキイキした酸に支えられ、非常にフレッシュな味わい。あ
る程度の厚みがあり余韻も長め。

リンゴやレモン、パッションフルーツ等の果実の新鮮なアロマがより豊かに感じられ、透明感
のキリっとした酸味が特徴です。

ポンポン・ブラン

グレープフルーツのような爽やかな飲み心地が楽しめます。柑橘系と微かな花の香りがし、
きりっとした味わいです。

セフィーロ　シャルドネ

輝きのある黄色。パイナップルやバナナなどのトロピカル系フルーツの複雑なアロマがあ
り、口中にもトロピカルフルーツのフレッシュな味わいが続きます。樽熟成からくるソフト
なバニラ香があり、リッチで複雑な味わいです。



 

国/地域 画像

日本/山梨

日本/山梨

日本/山梨

日本/山梨

日本/山梨

※ボトルの画像に関しては、一部ビンテージ表記、ラベルデザイン、キャップシールが異なる場合がございますので、予めご了承ください。

黄金の丘　山梨　スパークリング　ロゼ

山梨県産100％の甲州種を使用しました。華やかな香りとさわやかな味わいが魅力的。やさ
しく細かい泡立ち、フレッシュでみずみずしい爽やかな香りと新鮮な果実味を感じるやや辛
口のスパークリング。

黄金の丘　山梨　ロゼ

黄金の丘の、マスカット・ベーリーA種を使用。爽やかな酸味とベリー系の果実味が特徴
的。季節の旬の味わいをお楽しみください。

黄金の丘　山梨　マスカットベーリーA

明治10年創業のシャトー勝沼と三越伊勢丹のコラボレーション。山梨県産で収穫されたぶど
うだけを使用し、低温発酵により醸造。程よい果実味とベリー系の香り、なめらかな口当た
りに余韻も長くふくよかな味わいをお楽しみいただけます。

黄金の丘　山梨　スパークリング

山梨県産100％の甲州種を使用しました。華やかな香りとさわやかな味わいが魅力的。やさ
しく細かい泡立ち、フレッシュでみずみずしい爽やかな香りと新鮮な果実味を感じるやや辛
口のスパークリング。

2018年　秋のリカーセレクション

〈シャトー勝沼× 三越伊勢丹〉黄金の丘山梨シリーズ飲みくらべ5本
セット

ここ数年注目が高まる日本ワインのパイオニアである〈シャトー勝
沼〉。「ぶどうの栽培から醸造、販売まですべて一貫する」という
代々伝わるこだわりが凝縮された日本ワイン5本のセットです

商品名

黄金の丘　山梨　甲州

明治10年創業のシャトー勝沼と三越伊勢丹のコラボレーション。山梨県特産の甲州種を使
用。程よい酸味と華やかな香りとフレッシュ感が感じられ、ぶどう本来の果実味を感じる白
ワイン。



 

国/地域 画像

フランス/
シャンパーニュ

フランス/
ブルゴーニュ

フランス/
ブルゴーニュ

フランス/
ブルゴーニュ

※ボトルの画像に関しては、一部ビンテージ表記、ラベルデザイン、キャップシールが異なる場合がございますので、予めご了承ください。

＜ブシャ－ル Ｐ＆Ｆ（ドメ－ヌ）＞ボ－ヌ デュ シャト－ プルミエクリュ ル－ジュ

ブシャール社がボーヌに所有する13区画のプルミエクリュ畑をブレンドしたワイン。
赤い果実のブーケ、果実味とエレガントさの絶妙なハーモニー、ほどよい骨格を持つ、
お得なプルミエクリュです。

＜ウィリアム　フェ－ブル（ドメ－ヌ）＞シャブリ

シャブリで最高峰の評価を得ているフェーブルを知るに相応しい1本。
1級畑周辺に広がる区画から造られ、ミネラルに富み、清々しくピュアでクリーン。

＜ブシャ－ル Ｐ＆Ｆ (ドメ－ヌ）＞ボ－ヌ デュ シャト－ プルミエクリュ ブラン

ブシャール社がボーヌに所有する4区画のプルミエクリュ畑をブレンドしたワイン。
完熟した優しい果実味と、あぶったナッツやバニラを思わせるほのかな樽香をお楽しみ頂け
る、
バランスに優れた口当たり良い白ワイン。

2018年　秋のリカーセレクション

からくの大将がお勧めするシャンパーニュ＆ブルゴーニュセット

鮨からくには世界的ワイン生産者が訪れるほど戸川氏が
提案するマリアージュに定評があります。

ブルゴーニュやシャンパーニュでも腕を振るった経験からお食事と
共に楽しめるワインを選んでいただきました。

商品名

＜アンリオ＞ブリュット　ス－ウ゛ェラン

アンリオのスタンダードキュベ、メゾンの実力を物語る1本。IWC2016ゴールド受賞。
醸造責任者ローラン・フレネ氏はIWCスパークリングワインメーカーオブザイヤー2015、
2016の2年連続受賞するなど高い品質が証明されています。



 

国/地域 画像

イタリア

フランス

フランス

イタリア

フランス

※ボトルの画像に関しては、一部ビンテージ表記、ラベルデザイン、キャップシールが異なる場合がございますので、予めご了承ください。

2018年　秋のリカーセレクション

チーズに合わせるバラエティワイン5本セット

チーズとワインのマリアージュを考えられた、お互いの味わいをより引き立て
るセットをご紹介。赤・白・ロゼ・スパークリングの幅広いラインナップでお

好みに合わせてペアリングを楽しんでみてはいかがでしょうか。

商品名

〈ビソル〉ベルスター

家族経営の由緒あるワイナリーが手掛けるプロセッコ。
グレーラ種本来の持ち味が十分に引き出された、
フルーティなアロマと爽やかな飲み口が魅力の辛口スパークリング。

〈ドメーヌ・オット〉バイ・オット・ロゼ

“キング・オブ・ロゼ”と称されるフランストップクラスのロゼワインの造り手。
 限りなく贅沢な製法で造られるワイナリーの名を冠した初のセカンドワイン。
ふくよかな果実味にほのかな苦味が重なり、繊細でありながら上質な味わいが魅力。

〈バロン・フィリップ・ド・ロスチャイルド〉ムートン・カデ・レゼルヴ・ソーテルヌ

レモンピールのような柑橘類やパイナップルキャンディー、バーベナのような花のアロマ。
まろやかでこくがあり、オレンジや、果実（西洋ナシやマルメロなど）の砂糖漬けのような
味わいが口中に広がり、フレッシュでみずみずしい余韻へと続きます。

〈プルノット〉フュロット・バルベラ・ダスティ

名門アンティノリがピエモンテで手掛ける老舗ワイナリー。
 土着品種バルベラから造り出される、
ほのかなミネラルと渋みが心地良いスタイル。

〈アンリ・ムージェ〉ブルゴーニュ・シャルドネ

ブルゴーニュワインに飽くなき情熱を持ち、
 今日のブルゴーニュの地位を築いた伝説的人物に敬意を込めたワイン。
 豊かな果実味と酸のバランスが良いスタイル。



 

国/地域 画像

フランス/ブル
ゴーニュ

イタリア/アル
トアディジェ

イタリア/フリ
ウリ

アメリカ/ロダ
イ

※ボトルの画像に関しては、一部ビンテージ表記、ラベルデザイン、キャップシールが異なる場合がございますので、予めご了承ください。

2018年　秋のリカーセレクション

わたしの「ものさし」個性豊かなシャルドネを味わう白ワイン4本
セット

「シャルドネ」はとても素直でニュートラルな品種。育った環境や醸
造方法によって、全く違った表情を見せてくれます。香や味わいを楽

しみながら、どのような場所で育って、どんな造られ方をしたの
か・・・その背景をイメージしてみましょう。

商品名

<コルディエ>マコン　クロ・ド・ラ・メゾン

フランスのブルゴーニュ地方マコネ地区は、シャルドネに理想的な環境。魅惑的なアロマと
凝縮感のある果実味が特徴です。鶏肉やホタテ貝のソテーなど、温かい前菜にぴったり。

<トラミン>シャルドネ

シャープな酸は、イタリア北部のアルトアディジェ州の冷涼な気候を反映しています。カル
パッチョや野菜の天ぷらと合わせて愉しんでみてはいかがでしょうか？

<クリュ・チャーレ>シャルドネ

フリウリの中でもグラン・クリュと称される「ロザッツォ」は長期熟成タイプのワインが生
まれるエリア。口当たりはオイリーでなめらか。オイル系の魚介パスタや、ナッツやオリー
ブオイルを使った料理に最適です。

<マイケル　デイヴィッド>シャルドネ

太陽の恵みを受けたカリフォルニアのシャルドネは、成熟した洋梨やトロピカルなニュアン
スも感じ、長い余韻を愉しむことができます。バターを使ったヒラメやカレイのムニエル、
クリームコロッケなどがおすすめ。



国/地域 画像 国/地域 画像
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※ボトルの画像に関しては、一部ビンテージ表記、ラベルデザイン、キャップシールが異なる場合がございますので、予めご了承ください。

14 ｸﾞﾚ･ﾊﾞｲ･ｺｽ･ﾃﾞｽﾄｩﾙﾈﾙ

画像添付

12 ﾚ･ｵｰ･ﾄﾞ･ﾗﾝｼｭ･ﾑｰｻ

画像添付

サン・テステフのトップに君臨するシャトー・コス・デストゥルネルのつくるＡＯＣメドック
です。

2018年　秋のリカーセレクション

すべて格付けシャトーが手掛ける　ボルドー赤ワイン１０本セット

メドック格付けシャトーが手掛けるワインを一堂に集めました。人気の高い、2級格付けコス・デス・トゥルネルや近年大きく評価を上げた
モンローズなど有名シャトーが造るワインも入った贅沢なセットです。格付けシャトーの息吹をご堪能ください。

商品名 商品名

銘醸シャトー・ランシュ・ムーサが2001年から造り始めたオー・メドック。ドゥニ・ドゥブル
ドゥ-教授がコンサルタントを行っています。

ｻﾝ･ﾃｽﾃﾌ･ﾄﾞ･ﾓﾝﾛｰｽﾞ

画像添付

12 ﾛﾙﾑ･ﾄﾞ･ﾛｰｻﾞﾝ･ｶﾞｼｰ

画像添付

メドック格付け第２級でサン・テステフを代表する銘醸シャトー、モンローズが造るサードワ
イン。複数ヴィンテージのワインがブレンドされています。

メドック格付２級のシャトー・ローザン・ガシーが手がけるオー・メドック。

14 ﾚ･ﾌｨｴﾌ･ﾄﾞ･ﾗｸﾞﾗﾝｼﾞｭ

画像添付

12 ﾚ･ｻﾞﾚ･ﾄﾞ･ｶﾝﾄﾒﾙﾙ

画像添付

年々評価を上げているラグランジュのセカンド銘柄。セカンドとはいえ格付けシャトーに匹敵
する高品質なワイン。

メドック格付け5級のシャトー・カントメルルが造るセカンドワインで、主にシャトーの若木か
ら造られます。比較的若い頃からまろやかな味わいが楽しめるのも魅力です。

15 ﾏﾙｺﾞｰ･ﾄﾞ･ﾌﾞﾗｰﾇ

画像添付

11 ﾗ･ｸﾛｽﾞﾘｰ･ﾄﾞ･ｶﾏﾝｻｯｸ

画像添付

マルゴーの第２級格付、シャトー･ブラーヌ・カントナックのサード・ワイン。
サン・ローラン村に位置するメドック第5級格付けシャトー、カマンサックがつくるセカンドワ
イン。70年代より現当主フォルネール家が改修を行い、品質はめざましく向上している。

14 ｻﾝ･ﾃｽﾃﾌ･ﾄﾞ･ｶﾛﾝ･ｾｷﾞｭｰﾙ

画像添付

カロン・セギュールの造るサード・ワイン。比較的若いブドウ樹の区画から造られるため、フ
レッシュでより親しみやすい味わい。

12 ﾙ･ｵｰ･ﾒﾄﾞｯｸ･ﾄﾞ･ｼﾞｽｸｰﾙ

画像添付

マルゴー地区ラバルド村にあるグラン・クリュ第3級に格付けされているシャトーの造る
オー・メドックワイン。ジスクールよりもメルローの比率が高く親しみやすいスタイルです。



 

国/地域 画像

フランス
ブルゴーニュ

フランス
ブルゴーニュ

フランス
ブルゴーニュ

フランス
ブルゴーニュ

フランス
ブルゴーニュ

国地域名

※ボトルの画像に関しては、一部ビンテージ表記、ラベルデザイン、キャップシールが異なる場合がございますので、予めご了承ください。

ワイン名

ワインの簡単な商品コメント

ブルゴーニュ　ブラン　クーヴァン・デ・ジャコバン　2016

桃、洋ナシやグレープフルーツに白い花の香りがあり、さらにヴァニラの香りがかすかに加
わります。心地よい酸味とまろやかさで調和のとれた口当たりで、美しい余韻が楽しめま
す。

ソンジュ・ド・バッカス　ブルゴーニュ　シャルドネ　2015

「バッカスの夢」という名の、スーパーブルゴーニュＡＣ。シャルドネ品種から造られた、
いきいきとした酸とミネラル、白い花やフルーツを思わせる瑞々しく芳醇な香りと味わいが
広がります。日本限定品です

ブルゴーニュ　ルージュ　クーヴァン・デ・ジャコバン　2014

若いときには赤い果実のフルーティーさを発揮し、時間とともに、森の枯れ葉の香りや、ス
パイシーさなど、より熟成した香りで楽しませてくれます。

ブルゴーニュ・ガメイ　シャトー・デ・ジャック　2015

このワインは、「コート・ドール」と「コート・シャロネーズ」のヴィラージュ級の畑の選
ばれたブドウから造られています。ジャド・スタイルを反映して、ふくよかなフルーツらし
さと絹のような舌触りと優しいタンニンを持った、穏やかで調和のとれた香味に仕上がって
います。

2018年　秋のリカーセレクション

〈ルイ・ジャド〉赤・白ワイン5本セット

1859年創立。フランス・ブルゴーニュ地方の有数のドメーヌでもあ
り、優れた品質のワインを提供するネゴシアンとしても高い評価を得
るルイ・ジャドがお送りする日本限定品を含めた赤3本白2本セット。
それぞれの味わいをお愉しみ下さい。

ルイ・ジャド　赤3本白2本　お得な5本セット

ソンジュ・ド・バッカス　ブルゴーニュ　ピノ・ノワール　2012

ピノ・ノワール品種から造られた、スタンダード・ブルゴーニュ５０％にヴィラージュ、プ
ルミエ・クリュのワインを５０％加え、より深みのあるリッチな味わいとコストパフォーマ
ンスを実現しました。日本限定商品です。



 

国/地域 画像

ブルゴーニュ

ブルゴーニュ

ブルゴーニュ

ブルゴーニュ

ブルゴーニュ

ブルゴーニュ

※ボトルの画像に関しては、一部ビンテージ表記、ラベルデザイン、キャップシールが異なる場合がございますので、予めご了承ください。

2018年　秋のリカーセレクション

当たり年2015年を飲みくらべ
＜ドミニク・ローラン＞を満喫する村名赤ワイン６本セット

素晴らしいぶどうが収穫できた２０１５年ビンテージ。アペラシオン
ごとの特徴がはっきりとでた秀逸なドミニク・ローランならではの凝
縮感と豊かさ、美しさとミネラル感が共存した素晴らしいワインをお

愉しみください。

商品名

＜ドミニク・ローラン＞マルサネVV

完熟したぶどうから造られる果実味豊かなワイン。深く落ち着いた、しっかりして、どっし
りして、腰の据わった黒いイメージの充実した香り。赤身のお肉との相性が非常に良いワイ
ンです。

＜ドミニク・ローラン＞ジュヴレイ・シャンベルタンVV

ドミニク・ローランが醸造した香り高く繊細なキュヴェに、妻のシルヴィ・エモナンが醸造
した非常にボディがしっかりしているワインをブレンドしています。まさに「ファミリー」
を象徴するワインです。このワインは、ジュヴレ・シャンベルタン村の全てのヴィラージュ
が入っており、その中にはプルミエ・クリュもブレンドしています。

＜ドミニク・ローラン＞モレ・サン・ドニVV

このモレ･サン･ドニは、プルミエ・クリュのぶどうがふんだんに使用されています。ドミニ
ク本人も大成功作の１つだと絶賛しています。凝縮度も高いが、香りも非常に優れていま
す。多くのモレ・サン・ドニに見られる、土臭さや粗野な側面もない非常に完成された逸品
です。

＜ドミニク・ローラン＞ボーヌVV

このキュヴェは最初は肉付きがなく香りも芳しくないワインに思われがちですが、素晴らし
い“ピノの働き”が直ちに行われています。ブルゴーニュのクリマと呼ばれる小区画に特有
の粘土泥炭質の土壌で葡萄品種の表現を調える役割を持っています。

＜ドミニク・ローラン＞フィサンVV

フィサンでは、クシェ村の丘陵部分のものが最も素晴らしく、私のワインも、この畑のもの
です。樹齢の高い良質なピノから生み出されたもので、かなり強いワインで１０年は良好な
状態が保たれます。

＜ドミニク・ローラン＞サヴィニー・レ・ボーヌVV

トロンセの森の木で作った樽で仕込むこだわりのキュヴェ。確固たる香り高いスタイルは、
使用する新樽のおかげ。ドミニク自身もこのワインが好きで、今年はパスカル・フェーヴル
(ドミニクの老師の息子）のキュヴェをブレンド。自然らしさと芳醇が感じられます。



 

国/地域 画像

フランス/
ラングドック

フランス/
ラングドック

フランス/
ブルゴーニュ

フランス/
ブルゴーニュ

スペイン/
フミージャ

※ボトルの画像に関しては、一部ビンテージ表記、ラベルデザイン、キャップシールが異なる場合がございますので、予めご了承ください。

クルティエ・セレクション　ブルゴーニュ・ルージュ　2002年

ブルゴーニュを代表する4人のクルティエがコストパフォーマンスに優れたバックヴィンテー
ジ物を探しだしてくれます。さらなる熟成も期待させる赤い果実感と、心地よい酸味が絶妙
に混ざり合っています。

ボデガス・サン・イシドロ　グラン・レセルバ　1993年

モナストレル（ムールヴェードル）100%。標高700～800メートルの畑より。平均樹齢
30年。アメリカンオークで24ヵ月間熟成後、24ヵ月間以上ビン熟成。ビン詰め後今日ま
で、温度管理された熟成室で大切に貯蔵されていたものです。 非常に安定した酒質です。

シャトー・ド・カラギズ　ソリュス ルージュ　2003年

1987年からビオロジー栽培（1992年ECOCERT認証取得） ステンレスタンクで発酵後、
新樽100%で12ヶ月間熟成。

クルティエ・セレクション　ブルゴーニュ・ルージュ　1996年

ブルゴーニュを代表する4人のクルティエがコストパフォーマンスに優れたバックヴィンテー
ジ物を探しだしてくれます。これぞ熟成による円熟味を十分に味わえる、とっておきの1本。

2018年　秋のリカーセレクション

フランス＆スペイン飲み頃　バックヴィンテージ赤ワイン5本セット

1990年代～2000年前半の飲み頃＆貴重なバックヴィンテージの赤
ワインをセットにしました。これから深まる秋のおともに、季節を感
じながら「熟成ワイン」をお愉しみください。

商品名

シャトー・リオネル・フェーヴル コルビエール ルージュ　1999年

1987年からビオロジー栽培（1992年ECOCERT認証取得）ステンレスタンクで発酵＆
12ヶ月間熟成。※ソリュス　ルージュとの飲み比べも出来ます。（樽＆ステンレス発酵）



 

国/地域 画像

フランス/ボル
ドー

フランス/ボル
ドー

フランス/ボル
ドー

フランス/ボル
ドー

フランス/ボル
ドー

フランス/ボル
ドー

※ボトルの画像に関しては、一部ビンテージ表記、ラベルデザイン、キャップシールが異なる場合がございますので、予めご了承ください。

シャトー・デュ・ベルジェイ・キュヴェ・トラディション

画像添付

圧倒的な凝縮感とシルキーな質感、このエリア【フロンサック】らしいスパイシーで複雑な
芳香を持つクオリティの高いワインです。

シャトー・ロック・ド・セギュール

画像添付

当たり年2015年らしいボリューム感と自然なブドウらしい華やかさが楽しめるワインで
す。

ル・スルス・ド・リヴラン

画像添付

優良年らしい充実した果実の風味を持ち、しっかりとしたアタックとタンニンが感じられる
ワンランク格上の味わいです。

シャトー・ル・ブリュデュー・ヴェルチュール

画像添付

しっかりとした果実味が特徴の2010年。濃厚なボディと心地よい余韻が楽しめます。

シャトー・オー・ギルボ

画像添付

甘味を感じる果実の凝縮感と活き活きとしたフルーティさ、飲み応えのあるボディとタンニ
ンが魅力な1本です。

2018年　秋のリカーセレクション

ボルドー・グレート・ビンテージ赤6本セット

優良ヴィンテージ2010年と2015年は、コクと濃さがあり長期熟成
に耐えうるスタイルを持っていますが、すぐに飲んでも美味しく召し

上がっていただける魅力的なワインです。

商品名

シャトー・デュ・カルピア

画像添付

格付け1級シャトー・ギローの支配人が個人で手掛けるワインです。濃厚なブドウの果実
味、渋味、甘味、旨味が広がるワインです。



 

国/地域 画像

フランス/ボル
ドー

フランス/ボル
ドー

フランス/ボル
ドー

フランス/ボル
ドー

フランス/ボル
ドー

フランス/ボル
ドー

※ボトルの画像に関しては、一部ビンテージ表記、ラベルデザイン、キャップシールが異なる場合がございますので、予めご了承ください。

クロズリー・ド・マレスカス

サンジュリアンとマルゴーの間の最良の場所にあるオー・メドック地区の格付けクリュ・ブ
ルジョワのシャトー・マレスカスのセカンド・ラベルです。

シャトー・レ・グラン・マレショ―

著名醸造家ステファン・ドゥルノンクール氏が手掛けるシャトー・レ・マレショーの上級
キュヴェになります。

シャトー・ラランド・モース

今、ボルドーで注目のエリア『フロンサック』で高評価のシャトーです。メルロ主体の為、
果実が豊かで元々モダンなスタイルですが１０年の熟成により、柔らかさが出始めていま
す。

ムーラン・ド・サルプ

サンテミリオン・グラン・クリュ・クラッセ格付け シャトー オー・サルプのセカンドワイン
です。

シャトー・ラ・フォン・デュ・ベルジェール

オー・メドック地区の格付けクリュ・ブルジョワの小規模生産者。果実味溢れるスタイル、
スパイシーさと丸みのあるタンニン、ほどよい熟成が感じられます。

2018年　秋のリカーセレクション

フランス・ボルドー・飲み頃・熟成・赤6本セット

2006年から2008年までの飲みごろを集めたセットです。果実味を
残しながらも角が取れ初め、柔らかみのある味わいになってきている

飲み頃ワインです。

商品名

コント・ドセネジャック

格付け4級シャトー・タルボの姉妹シャトー【シャトー・セネジャック】のセカンド・ラベ
ルです。



国/地域 画像 国/地域 画像

イタリア/アブ
ルッツォ

フランス/ラング
ドック

イタリア/
ヴェネト州

フランス/
ロワール

イタリア/
プーリア

フランス/
ブルゴーニュ

イタリア/
アブルッツォ

フランス/
ラングドック

イタリア/カン
パーニャ

フランス/
ラングドック

※ボトルの画像に関しては、一部ビンテージ表記、ラベルデザイン、キャップシールが異なる場合がございますので、予めご了承ください。

2018年　秋のリカーセレクション

ヨーロッパの名産地を愉しむ　フランスVSイタリア10品種飲みくらべ赤・白ワイン10本セット

ワイン生産量で世界の1位2位を争うフランスとイタリア。この２大ワイン大国より代表的な１０品種をセレクトした、品種の個性が楽しめ
るセット。バラエティ豊かなラインナップでパーティーにももってこいです。

商品名 商品名

＜アンティカ・パナセア＞　トレッビアーノ・ダブルッツォ ＜カルヴィソン・レ・ヴィニュロン＞　セレクシオン　ソーヴィニヨン

爽やかな柑橘フルーツの香り、フリーランからくる旨味のあるフレッシュな味わい。 柑橘系やハーブの香り。豊かな果実味と上品で穏やかな酸味の爽快テイスト。

＜ラ・クエルチャ＞　ピノ・ビアンコ ＜ラシュトー＞ミュスカデ

柑橘フルーツのニュアンスと綺麗な酸が特徴的でエレガントなスタイル。 フルーツのニュアンスが強く、酸のしっかりとした爽やかな味わい

＜アンティカ・パナセア＞サンジョーゼ ＜コラン・バロレ＞ブルゴーニュ　ピノ・ノワール

南の産地で造られた豊かな果実の風味が印象的でフルーティーな味わい。
小粒の赤い果実の香り。穏やかな口当たりから始まりしっかりとした酸味が印象的でエレガント
な味わい。

＜ラ・クエルチャ＞モンテプルチアーノ・ダブルッツォ ＜オイノス＞レ・ペルレ　カベルネ・ソーヴィニヨン

芳醇な果実の風味としっかりとした渋みが特徴的なテイスト。 重たいだけでない綺麗な酸味が特徴的なバランス良い味わい。

＜オコネ＞　ヴィン・ジョコンド　アリアニコ ＜カルヴィソン・レ・ヴィニュロン＞セレクシオン　メルロー

小粒の赤い果実に少しバラのような香り。穏やかな果実感としっかりとた酸のエレガントな
味わい。

３０年を超える樹齢のブドウを使った優しくも深みのある味わい。



 

国/地域 画像

フランス
/ブルゴーニュ

フランス
/ロワール

フランス
/ラングドック

ニュージーラ
ンド
/マールボロ

ニュージーラ
ンド
/セントラル・
オタゴ

フランス
/ブルゴーニュ

※ボトルの画像に関しては、一部ビンテージ表記、ラベルデザイン、キャップシールが異なる場合がございますので、予めご了承ください。

2018年　秋のリカーセレクション

〈BB＆R〉のマスターオブワインおすすめを飲みくらべ
フランス＆ニュージーランド　ピノノワール赤ワイン６本セット

フランスの銘醸地とニュージーランドのワインを集めた贅沢なセット。ヴォー
ヌ・ロマネからエレガントなマルボロまで世界中のワインラバーを虜にするピ

ノ・ノワール種の奥深さと魅力をご堪能ください。

商品名

ベリーズ・ブルゴーニュ・ルージュ / ロッシュ・ドゥ・ベレーヌ

レッドチェリーやラズベリーのアロマが華やかに広がるチャーミングな味わい。

サンセール・ルージュ ラ・ヌエ / クロード・リフォー

フランボワーズなどの赤いフルーツのチャーミングな果実香に、樽からのスパイスがとても
良いアクセントになっています。

オー・ド・プラナル　ピノ･ノワール / コロヴレイ&テリエ

マスター・オブ・ワインのマーク・パードー氏と共にセレクトされた、伊勢丹・三越のオリ
ジナルワイン。フランボワーズのようなアロマに綺麗な酸が魅力的。

ヴォーヌ-ロマネ / ドメーヌ･ギュイヨン

リッチな紫色の色調に、シルキーで肉感あふれるヴォーヌ-ロマネのスミレの香るアロマ。滑
らかで優雅な熟した果実味は、時間が経つとさらに開き、素晴らしい高揚感をもたらしてく
れます。

マールボロ・ピノ・ノワール / チャートン

複雑味のあるワインで、ジャコウバラのドライフラワーを思わせる強い芳香に、味わい深い
土の風味とスパイス風味が混じります。

エクスプローラー・ピノ・ノワール / サーヴェイヤー・トムソン

赤い果実とこなれたタンニン、チャーミングな酸味が非常に親近感を覚える味わいです。



国/地域 画像 国/地域 画像
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※ボトルの画像に関しては、一部ビンテージ表記、ラベルデザイン、キャップシールが異なる場合がございますので、予めご了承ください。

15 ｼｬﾄｰ･ﾗﾓｯﾄ･ｶｽﾃﾗ

画像添付

ﾄﾞﾝﾅ･ﾏﾙﾂｨｱ ｶﾍﾞﾙﾈ ｵｰｸ樽熟成/ ｺﾝﾃｨ･ｾﾞｯｶ

画像添付
1830年からブドウ栽培を行っている歴史ある家族経営シャトー。ラズベリーなどの豊かな果
実味、口当たりは柔らかく滑らか。カベルネに由来するしっかりとしたボディと余韻がありま
す。

2018年　秋のリカーセレクション

旧世界より濃厚赤ワインをセレクト　カベルネ・ソーヴィニヨン赤ワイン１０本セット

フランス・イタリア・スペインという旧世界を代表する３カ国のカベルネ・ソーヴィニヨンを主体に造られるワインを集めました。徐々に涼
しくなってくる季節に愉しんでいただきたい濃厚ワインの１０本セットです。

商品名 商品名

しっかりとした、濃いルビー色。熟した赤果実のニュアンスとバニラやスパイスの香り。豊かな
果実味、樽の風味、タンニンが柔らかく余韻とともに心地よく広がります。

ｼｬﾄｰ･ﾛｯｸﾌﾞﾘｭﾝﾇ

画像添付

ﾌｪｳﾄﾞ･ｱﾗﾝﾁｮ ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ/ ﾌｪｳﾄﾞ･ｱﾗﾝﾁｮ

画像添付

1962年にアントル・ドゥ・メールに設立した家族経営シャトー。濃い色調で、完熟果実やス
パイスのアロマ。滑らかで柔らかな口当たりのワインです。

プラムやカシスのような果実のアロマにカベルネ・ソーヴィニヨン特有のハーブとスパイスの
ニュアンスが漂う。滑らかでふくよかなタイプ。ジューシーな果実味が魅力です。

ﾚ･ﾀﾝﾇ ｵｸｼﾀﾝ ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ

画像添付

15 ﾒﾙｾﾃﾞｽ･ｴｸﾞｰﾚﾝ ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ

画像添付

南仏、ラングドック地方のカベルネ・ソーヴィニヨン100％のワイン。豊かな果実味と程よ
いタンニンが特徴。肉料理によく合います。

オーナー一族の女性メルセデスのアイデアで生まれたワイン。彼女のように「エネルギッシュで
エレガント」な味わいのワインには自らの名前が付けられました。

ﾊﾟｽﾚﾙ ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ

画像添付

ｼﾝﾌｫﾆｱ ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞ･ｺﾚｸｼｮﾝ ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ

画像添付

赤ワイン用品種の代表、カベルネ・ソーヴィニヨン種のワイン。深みのあるルビー色が美し
く、芳醇で果実味溢れる味わいです。

上質のカベルネ・ソーヴィニヨンを樽熟成したエレガントな赤ワイン。力強いタンニンの中にス
ミレやバラを想わせる優雅な佇まいと長い余韻が楽しめます。

ﾗ･ﾌｫﾙｼﾞｭ･ｴｽﾃｲﾄ ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ

画像添付

厳選したカベルネ・ソーヴィニヨン種のみを使用し、オーク樽で熟成させたワインです。芳醇
な味わい、重厚でしっかりとしたボディが特徴です。

ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ ｵｰｶﾞﾆｯｸ/ ｻﾙﾄｰﾘ

画像添付

イタリア政府認定の有機ワイン。ブドウは化学肥料を一切使用せず造られます。凝縮感のある
ハーブのようなアロマ、心地良い余韻が続きます。



国/地域 画像 国/地域 画像

フランス/
ブルゴーニュ

イタリア/
モリーゼ

フランス／
南西地方

スペイン/カス
ティーリャ・
イ・レオン

フランス/
ラングドック

スペイン/
カタルーニャ

フランス/
ラングドック

スペイン/ カス
ティーリャ・
ラ・マンチャ

イタリア/
ヴェネト

イタリア/
ヴェネト

※ボトルの画像に関しては、一部ビンテージ表記、ラベルデザイン、キャップシールが異なる場合がございますので、予めご了承ください。

＜フランソワ・ラ・ピエール＞シャブリ・ミネラル

　

＜サンツェノーネ＞アエーレ・ファランギーナ・テッレ・デリ・オーシ

　
グランクリュ、プルミエクリュを有する比較的大きなメゾン。シャブリの特徴であるかっち
りとしたミネラル感をうまく表現。コストパフォーマンス抜群。

モリーゼ州の歴史ある伝統的な造り手。気候や土壌の持つキャラクターを大切にした、トロピ
カルフルーツの凝縮した味わい。

＜ドメーヌ・シルレ＞ジャヴァ・ヴァン・ド・ペイ・デ・コート・ド・ガス
コーニュ

　

＜アルヴァレス・デ・トレド＞セニョリオ・デ・ラ・アンティグア・ゴデー
ジョ

　
ボルドーの南スペインとの国境に近い生産地。華やかでトロピカルフルーツを思わせる香
り、まろやかな口当たり。

2018年　秋のリカーセレクション

白ワイン好きにぴったり！旧世界（フランス・イタリア・スペイン）満喫白ワイン10本セット

ヨーロッパ各地に思いを馳せるのに最適なフランス・イタリア・スペインのさまざまな地域から、人気のシャブリをはじめ、バランス良く辛
口の白ワイン10本を集めました。

商品名 商品名

香りはフルーティー。力強くそしてエレガントなアロマ。魚介や甲殻類と好相性。特にこの地
域の名産カメの手、カニ、ホタテ、牡蠣を使用した料理がおススメ。

＜フランソワ・ラベ＞ラベ・ソーヴィニヨン・ブラン・ヴァン・ド・ペイ・
ドック

　

＜セジェ・ウニオ＞クロス・デル・ピニェル・ガルナッチャ・ブランカ

　

クロヴージョ・シャトードラトゥールのラベが手がける上質なワインシリーズ。華やかなト
ロピカルフルーツ香と爽やかな酸味が心地良いソーヴィニヨンブラン。

香り高く熟した果実味、生き生きとしたミネラルが前面に出ていて、最後までスムーズな飲み
心地の良い辛口。

＜ヴァル・ドルビュー＞プレジール・エ・デクーヴェルト・シャルドネ

　

＜モント・レアガ＞イソラ・ブランコ

　

喜びと発見という意味のさまざまな食事のシーンに合わせたコンセプトワイン。フルーティ
なアロマにバニラのニュアンス。飲みやすく、シーフードにピッタリ。

ベルデホからのコクとモスカテルからのフレッシュさのバランスの取れたフルーティで爽やか
な辛口。

＜ヴァルパンテーナ＞ペルゴリーノ・ビアンコ

　

親しみやすく特にオリーブオイルを使った料理に合わせたい、柑橘系の酸味がフレッシュな
辛口。

＜ヴァルパンテーナ＞ガルガネーガ

　

少し遅摘みのブドウを使用。トロピカルフルーツのニュアンスが心地よくフルーティな味わ
い。



 

国/地域 画像

ドイツ／フラ
ンケン

ドイツ／バー
デン

ドイツ／モー
ゼル

ドイツ／ファ
ルツ

ドイツ／バー
デン

※ボトルの画像に関しては、一部ビンテージ表記、ラベルデザイン、キャップシールが異なる場合がございますので、予めご了承ください。

2018年　秋のリカーセレクション

【秋の食材と引き立てあう白】
注目のドイツ代表品種　辛口白ワイン飲みくらべ5本セット

今注目の冷涼産地ドイツ産辛口白ワインは、ミネラル豊富でエレガン
トな味わい。食材の味わいを引き立てます。代表品種のそれぞれの魅
力が飲み比べできる5本セット。秋の食材の様々なお料理との相性を

お楽しみください！

商品名

ゾンメラッハ　 ジルヴァーナ

〈ジルヴァーナ＝シルヴァーナ〉素材の味を引き立てる旨味のある辛口白。畑名は猫の頭の
意味。石灰土壌のミネラルが存分に感じられます。日本人好みの味わいで和食との相性もよ
いです。　　　【生産者：ゾンメラッハ　タイプ：白　味わい：辛口】

ヴァスマー　ミュラー・トウルガウ

〈ミュラー・トウルガウ〉通常はフルーティで軽やかな品種のミュラートゥルガウ、ドイツ
で最も温暖な地で造られているので、しっかりと骨格があり、力強さも感じるワインに仕上
がっています。【生産者：ヴァスマー　タイプ：白　味わい：辛口】

ドクターローゼン　リースリング

〈リースリング〉ドクター・ローゼンの名を冠したワイン。モーゼル地域の優しい果実味と
エレガントな酸の競演。【生産者：ドクター・ローゼン　タイプ：白　味わい：辛口】

ライナー　ヴァイサー・ブルグンダー

〈ヴァイサー・ブルグンダー＝ピノ・ブラン〉ビオディナミ農法を採り入れている醸造所。
お食事のお供に幅広く対応してくれるワインです。【生産者：ライナー　タイプ：白　味わ
い：辛口】

トラウトワイン　グラウアー・ブルグンダー

〈グラウアー・ブルグンダー＝ピノ・グリージョ〉除草剤・殺虫剤・化学肥料に一切頼らな
い農法で葡萄 を栽培しています。凝縮感を強く感じるミネラルが特徴的です。 華やかな香り
が際立ち、ヴォリュームのあるワインに仕上がっています。【生産者：トラウトワイン　タ
イプ：白　味わい：辛口】



国/地域 画像 国/地域 画像

ﾌﾗﾝｽ　/
ｽﾍﾟｲﾝ　/
ﾊﾞﾚﾝｼｱ

ｲﾀﾘｱ　/　    ｼ
ﾁｰﾘｱ

ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ　/　ﾍﾞ
ｲﾗ･ｱﾄﾗﾝﾃｨｺ

ｲﾀﾘｱ　/
ﾋﾟｴﾓﾝﾃ

ﾁﾘ　/
ｾﾝﾄﾗﾙ･ｳﾞｧﾚｰ

ｲﾀﾘｱ　/
ｳﾞｪﾈﾄ

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ　/
ｻｳｽ･ｵｰｽﾄﾗﾘｱ

ｲﾀﾘｱ　/
ﾋﾟｴﾓﾝﾃ

ｽﾍﾟｲﾝ　/
ｶﾀﾙｰﾆｬ

※ボトルの画像に関しては、一部ビンテージ表記、ラベルデザイン、キャップシールが異なる場合がございますので、予めご了承ください。

ﾓﾝｻﾗ ｶﾊﾞ ﾌﾞﾙｯﾄ/ ﾊﾞﾙﾃﾞｨﾈｯﾄ

画像添付 画像添付

瓶内二次醗酵で造られたスペイン産の高品質スパークリングワイン。辛口ながら独特の上質
で柔らかな口当たりときめ細かい泡が特徴で、食事にもとてもよく合います。

ｻﾝﾃﾛ ﾌﾞﾘｭｯﾄ/ ｻﾝﾃﾛ

画像添付 画像添付

泡立ちは力強く、スッキリとしたニュートラルな味わい。お食事との相性は抜群です！リー
ズナブルな価格ながら、本格派の味わいを実現したスプマンテです。

ｸﾞﾗﾝ･ｷｭｳﾞｪ ｽﾌﾟﾏﾝﾃ ｴｸｽﾄﾗ･ﾄﾞﾗｲ/ ｾﾚﾅ

画像添付

ﾌｧｳﾝﾄﾞ･ｽﾄｰﾝ ﾌﾞﾘｭｯﾄ ｷｭｳﾞｪ

画像添付

プロセッコメーカーが造る、カジュアルなスパークリングワイン。爽やかなレモンの香りに
加えフレッシュなモモ、アプリコットのような甘酸っぱさが口いっぱいに広がります。

高評価ワイナリーが手がけるコスパブランド。爽やかな柑橘類のフレーバーと綺麗な泡、引き
締まった酸が魅力のオーストラリア産スパークリングワイン。料理との相性抜群です。

ﾋﾟﾉ ｼｬﾙﾄﾞﾈ ｽﾌﾟﾏﾝﾃ/ ｻﾝﾃﾛ

画像添付

ﾊﾞﾙﾃﾞｨﾋﾞｴｿ ﾌﾞﾘｭｯﾄ

画像添付

ピノ・ビアンコ種とシャルドネ種を用いて造られた本格的な辛口のスパークリングワインで
す。泡立ちはきめ細かく、スッキリとした味わいで料理との相性も抜群です。

シャルドネとピノ・ノワールを贅沢に使用した、上質なスパークリングワインです。爽やかな
柑橘果実の風味とふくよかな質感が特徴的で、心地よい泡が立ち上がります。

ﾌｪｳﾄﾞ･ｱﾗﾝﾁｮ ｱｯｸｼｨ ｴｸｽﾄﾗ･ﾄﾞﾗｲ/ ﾌｪｳﾄﾞ･ｱﾗﾝﾁｮ

画像添付

ﾎﾞﾙﾘｰﾄﾞ ﾌﾞﾘｭｯﾄ/ ｺﾝﾊﾟﾆｰｱ･ﾀﾞｽ･ｷﾝﾀｽ

画像添付
フレッシュで繊細な黄色いフルーツのアロマにユリやアカシアのフローラルなアクセント。
柔らかくきめ細かな泡が、リンゴや洋ナシの様な溢れる果実味をやさしく包み込みます。

ポルトガルの瓶内二次醗酵のスパークリング。フレッシュな柑橘類の香りでトロピカル・フ
ルーツのようなニュアンスも伴います。フレッシュでフルーティ、飲んでいて心地よいワイン
です。

2018年　秋のリカーセレクション

世界各国の辛口白スパークリングワイン１０本セット

まだまだ暑さの残る秋には、辛口スパークリングワインを。フランス、イタリアの銘醸地からスペインのカヴァ、ポルトガルの瓶内二次製法
のものなどバラエティ豊かな泡の世界に酔いしれてみてはいかがでしょうか。

商品名 商品名

ｳﾞｰｳﾞ･ﾉﾜｰﾙ ﾌﾞﾘｭｯﾄ/ ｿﾚｳﾞｨ

画像添付

ｵﾔ･ﾃﾞ･ｶﾃﾞﾅｽ ｶﾊﾞ ﾌﾞﾙｯﾄ･ﾅﾄｩｰﾚ

画像添付
美しく淡いイエロー。フレッシュかつ繊細なグレープフルーツなどのアロマ。バランスに優
れたエレガントな味わいで、親しみやすいスパークリングワイン。

やさしい口当たりと柑橘系のフレッシュな香りを伴った瓶内二次醗酵のスパークリングワイ
ン。アペリティフに最適です。



 

国/地域 画像

イタリア/ヴェ
ネト

スペイン/リオ
ハ

イギリス/ハン
プシャー

フランス/シャ
ンパーニュ

フランス/リ
ムー

※ボトルの画像に関しては、一部ビンテージ表記、ラベルデザイン、キャップシールが異なる場合がございますので、予めご了承ください。

2018年　秋のリカーセレクション

まだまだ暑いからこそ　いろいろな泡を知りたい！
シャンパーニュ含む５カ国スパークリングワインセット

世界各国のスパークリング・ワインが味わえる、泡好きにはたまらないセット
です。シャンパーニュはもちろん、近年ワイン産地として注目を集めている英
国のスパークリングワインの中でも、定評のある造り手をセレクトしました。

商品名

プロセッコ・アゾーロ、エクストラドライ / ベーレ・カセール

ピュアで瑞々しい果実味とフローラル系のアロマ。ミネラルがしっかりとしたスパークリン
グ。

アルタディ・カバ・ブリュット / アルタディ 

長い瓶内熟成によって生まれた繊細な香りが非常に魅力的。生産量わずかな限定品です。

クラシック・キュヴェ・スパークリング / ハンブルドン

熟したリンゴやカリンのアロマに香ばしいビスケットのようなニュアンスも感じられます。

ブリュット・トラディション / ガストン・シケ

フレッシュで活き活きとした果実味。素晴らしくピュアで、気品とストラクチャーを併せ持
ちます。

ベリーズ・クレマン・ドゥ・リムー / アンテッシュ・リムー

エキゾチックなフルーツのアロマとミネラル感が見事にマッチし、印象的な深みのある味わ
い。



国/地域 画像 国/地域 画像

フランス/シャ
ンパーニュ

フランス/シャン
パーニュ

フランス/シャ
ンパーニュ

フランス/シャン
パーニュ

フランス/シャ
ンパーニュ

フランス/シャン
パーニュ

フランス/シャ
ンパーニュ

フランス/シャン
パーニュ

フランス/シャ
ンパーニュ

フランス/シャ
ンパーニュ

※ボトルの画像に関しては、一部ビンテージ表記、ラベルデザイン、キャップシールが異なる場合がございますので、予めご了承ください。

【ベルジュロノー・マリオン】デミ・セック　プルミエクリュ

繊細な泡立ちやふくよかな果実味などを余すところ無く備え、また清涼感と深遠な複雑味を
持った素晴らしい上品な甘さを伴うシャンパーニュ

【ヴァンサン・ラムロー】トラディション　ドゥミ　セック

コート・ド・バールに位置する1987年夫婦で立ち上げた8ｈａ所有のメゾン。ピノ・ノワー
ル100％で作られる果実味と繊細さを感じるシャンパーニュ

【モーリス・グルミエ】ブリュット　トラディション 【ルブルン・セレブネイ】メロディ・オン・セー

【モーリス・グルミエ】シャンパーニュの首都、エペルネ近郊のヴァントゥー村にあるグルミエ家の歴史は大変
古く、1743年にブドウ栽培をスタートさせ、現在まで続いている造り手です。現当主のファビアンは、8.5ha
の畑で、ヴァレ・ド・ラ・マルヌ地区を代表するピノ・ムニエという品種を中心に栽培しています。色調は、
ゴールドがかった濃い麦わら色です。グリーンのトーンは有りません。白い花や糖度の高い柑橘類、塩パンの香
りや、岩塩などのミネラルなニュアンスなどが調和した芳醇なアロマです。

グランクリュのシャルドネ100％で作られる、ブラン・ド・ブラン。　フィネス、エレガント
さ、軽やかさが特徴的なシャンパーニュ。

【クレプカ　ソース】キュヴェ　プレアム　ビュル 【アリストン】ロゼ

4世代続く、オジェのグランンクリュに5.4haを所有する家族経営のメゾン。2009年に「Les
grappes d'or（黄金の房）」協同組合の協会長に就任した、ローラン氏が指揮を執る。フレッシュで
バランスがよくミネラルを強く感じる辛口のブラン・ブ・ブラン。

ギット・アシェットなどでも高い評価を得る生産者。熟したベリーの風味、バランスの取れた口
当たりは木苺(きいちご)にも似て、さわやかで長い余韻が続きます

【ダニエル・ペラン】ブリュット 【ゴネ・シュルコヴァ】ロゼ・ブリュット

フランス・シャンパーニュ地方の最南端オーブに位置する生産者。口当たりも香りも表現力豊
かなフルーティさのあるキュヴェ

コート・デ・ブランにメゾンを構えるメゾンより。ピノ・ノワール100％にてセニエ法で作られ
るスグリのような果実味とボリュームを感じるロゼシャンパーニュ。

5世代続く家族経営メゾン。クリーミーな泡立ちを伴うしなやかで新鮮な味わい。30％リザーヴ
ワインを使用し複雑味とリッチな印象を与える。

2018年　秋のリカーセレクション

小規模生産者のこだわりを味わう！シャンパーニュ地方生産者別飲みくらべハーフサイズ10本セット

こだわりと個性の詰まった小規模生産者のシャンパーニュをハーフサイズで飲みくらべできる10本セット。
自分の好みの1本と出会える飲みくらべをお愉しみください

商品名 商品名

【ベルナール　ブレモン  】ブリュット                                                                                     【アンリエ・バザン】シャンパーニュ　セレクション　ブリュット 

グラン・クリュ、アンボネイのブドウ100％で造られる贅沢なシャンパーニュ。蜜入りリンゴや洋ナ
シ、シトラスのフローラルな香り。質感のあるふくよかな果実、エレガントな酸と精緻なミネラルを備
えた味わいは豊潤。アンボネイの特徴であるふわりとした味わいの広がりが素晴らしい。



国/地域 画像 国/地域 画像

オーストラリ
ア/ヴィクト
リア州

オーストラリア
/ヴィクトリア
州

オーストラリ
ア/ヴィクト
リア州

オーストラリア
/ヴィクトリア
州

オーストラリ
ア/ヴィクト
リア州

オーストラリ
ア/ヴィクト
リア州

オーストラリ
ア/ヴィクト
リア州

オーストラリ
ア/ヴィクト
リア州

※ボトルの画像に関しては、一部ビンテージ表記、ラベルデザイン、キャップシールが異なる場合がございますので、予めご了承ください。

ワインメーカーズ・ノート　レゼルヴ　カベルネ・ソーヴィニヨン

濃い色調のフルボディ。骨格のしっかりとした造りで十分な凝縮感、渋味が感じられる。

ワインメーカーズ・ノート　レゼルヴ　シャルドネ

樽の香り豊かな飲み応えのある白ワイン。上品で複雑さを兼ね備えている。

ワインメーカーズ・ノート　カベルネ・シラーズ

数多くの受賞歴、専門誌でも高評価ワイン。香り高く、ジューシーな果実味、余韻も長い。

ワインメーカーズ・ノート　セミヨン・ソーヴィニヨン・ブラン

トロピカルフルーツのアロマに微かにハーブを思わせる香り。レモンやライムのような味わ
い。

ワインメーカーズ・ノート　カベルネ・ソーヴィニヨン アンドリュー・ピース　スパークリング　シャルドネ　ピノ・ノワール

数多くの受賞歴、専門誌でも高評価ワイン。香り高く、フルーティーかつマイルドな味わ
い。

きめ細やかでクリーミーな泡立ち。シャンパーニュのようなイースト香とフレッシュな味わ
い。

2018年　秋のリカーセレクション

本当にコスパの良いラインナップはこれ！今話題のオーストラリア赤・白・スパークリングワイン８本セット

オーストラリア最長の川であるマレー川の河岸で栽培と醸造を行うワイナリー〈アンドリューピース〉。恵まれた環境が育んだ力強く豊かな
キャラクターを待つワインは国内外を問わず多くの人に親しまれています。

商品名 商品名

ワインメーカーズ・ノート　シャルドネ アンドリュー・ピース　ラングホーン・クリーク　ピノ・ノワール

数多くの受賞歴、専門誌でも高評価ワイン。フルーティーでバランスの良い味わい。 ベリー系の果実味に、柔らかでシルキーなタンニンとオークのニュアンスが感じられる。



国/地域 画像

ドイツ/アール

ドイツ/バーデン

ドイツ/バーデン

ドイツ/プファル
ツ

ドイツ/ヴュルテ
ンベルグ

※ボトルの画像に関しては、一部ビンテージ表記、ラベルデザイン、キャップシールが異なる場合がございますので、予めご了承ください。

生産者：ヴァイングート・ジャン・シュトッデン
銘柄：シュペートブルグンダー

デキャンタ世界No.1ピノのトップ生産者！
北緯50°超えの冷涼微少気候で自然栽培を貫く驚きのテロワールピノ！

2018年　秋のリカーセレクション

今注目の銘醸地ドイツ
世界トップの生産者ドイツ赤ワイン5本セット

デキャンタ世界No. 1ピノ獲得生産者のワインに
ポルシェ御用達の世界クラスを冠する造り手を含む、

貴重な赤ワインを北部から南部までじっくり飲みくらべできる
ドイツの赤ワインを識るにはもってこいのセットです。

商品名

〈ヴァイングート・シュナイダー〉　シュペートブルグンダー

現地の星付きレストランが買い占め、ほぼ海外に出回らない稀少ワイン。
"ベスト赤ワイン生産者”を冠し、テロワール表現を最大にすべく自然派を貫き、樽職人家系
ならではの絶妙な樽使い、強さ深みの南の銘醸ピノ！

〈カイザーシュトゥールザルヴァイ〉シュペートブルグンダー・ロート・ト
ロッケン

トップピノを生む南の銘醸カイザーシュトゥール、500m超の火山由来の地より、
ベストワインメーカー2017が生む独自のエレガントピノ！

〈ヴァイングート・ハインツ・ブス〉ドルンフェルダー・トロッケン

あまたの受賞を誇る中部プファルツの新星、環境に優しい栽培で土地の味が引き出され、
チェリーや赤果実の甘く華やかな香り、熟れたベリーの魅了フレーバーです！

〈ヴァイングート・ダウテル〉シュペートブルグンダー

権威誌アイヒェルマン満点5ッ星トップ評価、南の同郷、ポルシュも御用達の“世界クラ
ス”を冠するトップ生産者！無農薬栽培で最適の土地表現が引出されたエレガントピノ！



 

国/地域 画像

アメリカ/カリ
フォルニア

アメリカ/カリ
フォルニア

アメリカ/カリ
フォルニア

アメリカ/カリ
フォルニア

アメリカ/カリ
フォルニア

※ボトルの画像に関しては、一部ビンテージ表記、ラベルデザイン、キャップシールが異なる場合がございますので、予めご了承ください。

2018年　秋のリカーセレクション

謎に包まれたワインブランドとは？
8人のカルトワインメーカー集団からお送りするカリフォルニア赤・白ワイン5本セット

カルトワインを手掛ける生産者が、「庶民もカルトワイン」として生み出した
伝説のブランド。ブランド名に<エイリアス(偽名/匿名)>とあるように、葡萄の
供給元、生産者は一切明かされていない、好奇心をそそられるセットです。

商品名

エイリアス・ソーヴィニヨンブラン

軽やか、鮮やかそして優美なワインです。青リンゴ、野の花、ハニーデューメロンのアロ マ
が広がり、豊かなミネラル感がそれらを綺麗にまとめ上げています。口に含むと、かわ いら
しいリンゴのニュアンスが口いっぱいに広がります。

エイリアス・シャルドネ

南国系果実の瑞々しいアロマに、ドライ・アプリコットやバニラの柔らかなニュアンス。絹
のようになめらかなで豊かな風味。レモンの花、ドライフルーツ、アプリコットの印象が感
じられます。

エイリアス・ピノノワール

ラズベリーやバニラの美味なブーケが、ブラックチェリーと軽 やかなミネラルとともに感じ
られます。口に含むと、香り同様のラズベリーのクリーミー な風味が豊かなバニラ、活き活
きとした酸味と溶け合い、余韻には甘美なチョコレートを 見出します。

エイリアス・メルロー

ラズベリー、カシス、スイカといった果汁溢れるジューシーな香りが、抜栓直後から広がり
ます。ほのかなバニラやローリエのニュアンスが全体に調和をもたらし、非常に飲みやす
い、飽きのこない味わいにしています。

エイリアス・カベルネソーヴィニヨン

ブルーベリーやカシスなどの 果実味溢れるジューシーさが、タバコやバニラ、そして余韻の
杉のニュアンスによって見 事にバランスをとっています。非常に実直、素直なワインで、
テーブルワインにはうってつけです。



国/地域 画像 国/地域 画像

フランス
フランス／
コートデュロー
ヌ

イタリア/
エミリア・ロ
マーニャ

フランス／
ラングドック

フランス／
ラングドック

イタリア/
ヴェネト

イタリア/
ヴェネト

スペイン/
カタルーニャ

イタリア/
ラツィオ

スペイン/
カタルーニャ

※ボトルの画像に関しては、一部ビンテージ表記、ラベルデザイン、キャップシールが異なる場合がございますので、予めご了承ください。

＜セジェ・ウニオ＞クロス・デル・ピニェル・ガルナッチャ・ブランカ

　

香り高く熟した果実味、生き生きとしたミネラルが前面に出ていて、最後までスムーズな飲
み心地の良い辛口。

＜モンテフィアスコーネ＞エスト・エスト・エスト・ディ・モンテフィアス
コーネ・“サン・フラヴィアーノ”

　

薄い黄色を帯びた淡い麦わら色。爽やかなバジルの香りにフレッシュ感のある軽い口当たり
の辛口。

＜ヴァルパンテーナ＞ペルゴリーノ・ビアンコ

　

＜セジェ・ウニオ＞クロス・デル・ピニェル・ネグレ

　

親しみやすく特にオリーブオイルを使った料理に合わせたい、柑橘系の酸味がフレッシュな
辛口。

ミネラル、渋み、果実味のバランスが良く、ボリューム感もほど良く飲み飽きない味わい。フ
ルーティで心地よいフィニッシュ。

＜ヴァル・ドルビュー＞プレジール・エ・デクーヴェルト・シャルドネ

　

＜ヴァルパンテーナ＞ペルゴリーノ・ロッソ

　

喜びと発見という意味のさまざまな食事のシーンに合わせたコンセプトワイン。フルーティ
なアロマにバニラのニュアンス。飲みやすく、シーフードにピッタリ。

スパイシーでプラムやブルーベリーの香り。ほど良い渋みとフレッシュな果実味。

＜カンティーナ・ディ・サンタ・クローチェ＞ランブルスコ・サラミーノ・
ディサンタ・クローチェ・セッコ

　

＜ルイズ・デュボワ＞ピノ・ノワール・キュヴェ1885

　
地元でもっともポピュラーなランブルスコ。スミレやバラの香りにリンゴの蜜やイチゴの香
り。口当たりはスパイシーさと果実味がクリーミーな泡立ちと共に広がります。

南フランスの醸造所で造られるフランスらしさあふれる人気品種ピノ・ノワール。フルーティ
なアロマが優しく心地良い。

2018年　秋のリカーセレクション

みんなでパーティー！フランス・イタリア・スペインから赤・白・スパークリングワイン10本セット

赤と白のそれぞれ辛口のスパークリングワインのほか、定番のワイン生産地（フランス・イタリア・スペイン）のさまざまなタイプのワイン
が入った、1セットあればパーティが盛り上がること間違いなしのセットです。

商品名 商品名

＜ギョーム・ドゥ・ヴェルジィ＞シャルドネ・ブリュット・“ル・バロン”

　

＜レミー・フェブラ＞コスティエール・ド・ニーム・セラベル

　
厳選したシャルドネを木樽で発酵させ造られるコストパフォーマンスに優れた辛口スパーク
リング。非常に爽やかで口当たりが良く、幅広い食事やデザートと相性抜群。

ベリー系の赤い果実味にスパイシーなブーケ。南仏らしい穏やかなタンニン、ふくよかでコク
が有りバランスの良いタイプ。



国/地域 画像 国/地域 画像

スペイン／
ラマンチャ

スペイン／
リオハ

スペイン／
カタルーニャ

スペイン／
リオハ

スペイン／
トロ

スペイン／
ナバーラ

スペイン／
トロ

スペイン／
ナバーラ

スペイン／
ラマンチャ

スペイン／
ラマンチャ

※ボトルの画像に関しては、一部ビンテージ表記、ラベルデザイン、キャップシールが異なる場合がございますので、予めご了承ください。

〈ビニコラ・デル・パイス〉ラス・バンデラス・ティント 〈ボデガス・オバロ〉マチュラン・クリアンサ

明るいチェリーピンク。チェリー、ストロベリー、野イチゴにすみれの花の香り。チャーミ
ングでフレッシュな味わいながら果実味と酸味のバランスがよくタンニンが程よくひきしめ
てくれ、心地よいアフターへと導いていく。

赤い果実中心の凝縮度の高い香り。フレッシュな心地よいアタック。ほのかにオーク由来のス
パイスがアクセントに果実味も豊かに感じられる。

2018年　秋のリカーセレクション

秋を感じる濃厚な味わい　スペイン周遊赤ワイン10本セット

秋が深まるにつれて食材とともにワインも少し濃厚なものが欲しくなりますよね。そんな時にはまさにスペインワインがおすすめです。お食
事と合わせて、スペイン各地の赤ワインを是非ご賞味ください。

商品名 商品名

〈ボデガス・ロケタ〉マス・オリベラス・ティント 〈ボデガス・コンセホ・デ・ラ・アルタ〉コンセホ・ノボ・ティント

チェリーレッドの色合いに野生のベリー系フルーツのニュアンス。
野生の果実、スミレ、リコリスや木などアロマティックな香り。口に含むとスムーズでフルー
ティ、エレガントながらかすかにオークのニュアンス。心地よい余韻へと続きます。

〈ボデガス・コビトロ〉セルメーニョ・ティント 〈カスティーリョ・デ・モンハルディン〉モンハルディン・ガルナッチャ

ストロベリー、チェリー、ラズベリーなどのレッド系フルーツの香りにプラムやブラックベ
リーなどのブラック系フルーツの香りが絡む。フレッシュでかつリッチ、香り豊かで余韻も
長い。テンプラニーリョ特有のコクとタンニンもほどよく感じられる。

フレッシュなフルーツ、ラズベリー、レッドベリーなど赤系果実の香りに樽由来のロースト香
がきれいに重なり合っている。ハーブのニュアンスもアクセントに。味わいはまろやかで熟し
たタンニンが心地よい。

〈ボデガス・コビトロ〉グラン・セルメーニョ・ティント 〈カスティーリョ・デ・モンハルディン〉モンハルディン・ピノ・ノワール

赤い果実や熟した黒い果実の香り。柔らかな樽香。バランスが良い。
ヴァニラやコーヒー、チョコレートなど複雑なアロマが感じられる熟成した味わい。柔らか
なタンニンと樽由来のトースト香が心地よく、味わい豊かで余韻も長い。

バニラやカカオのトーストした香り。口に含むとフレッシュで滑らかなタンニンに熟したチェ
リーや赤系果実の味わいが上品に立ち上る。ほどよい苦みと酸のバランスが良く余韻まで続
く。

〈ボデガス・マノ・ア・マノ〉マノン

ベリー系フルーツ、甘草などのスパイスも感じられる。コクのある果実味と細やかなタンニ
ンがまとまったフレッシュな味わい。

〈ボデガス・マノ・ア・マノ〉マノ・ア・マノ

チェリー、ブラックラズベリー、スミレ、カシス、肉、オリーブやブラックペッパーなど
様々な香り。ストラクチャーのしっかりある果実味豊かな味わい。



国/地域 画像 国/地域 画像

フランス/ボ
ルドー

フランス/ボル
ドー

フランス/ボ
ルドー

フランス/ボル
ドーシューペリ
ウール

フランス/ボ
ルドー

フランス/ボル
ドー

フランス/ボ
ルドー

フランス/ボル
ドー

フランス/ボ
ルドー

フランス/ボル
ドー

フランス/ボ
ルドー

フランス/ボル
ドー

※ボトルの画像に関しては、一部ビンテージ表記、ラベルデザイン、キャップシールが異なる場合がございますので、予めご了承ください。

シャトームーランドボイヤー2016 シャトーデュガーン2017

美しく紫色のドレスとまとったようなガーネット色、ヴァイオレットのアロマと黒果実の香
り

美しく深い紫がかった赤色、バニラの香り

2018年　秋のリカーセレクション

いつでも人気の定番セット 金賞受賞ボルドー赤ワイン12本セット

さまざまなコンクールやワインガイドで金賞を受賞した、2014年から最新ヴィンテージ2017年も入った大人気の12本セットです。

商品名 商品名

シャトールボス2014 シャトールーシュロー2015

濃い赤色、カシスや甘草の香り 輝きのある好きとおった赤色、レッドベリーのアロマと熟したチェリーの香り」

シャトーラグラウラ2016 シャトーカルトンラペリエール2016

暗く紫がかった赤色、黒果実やプルーンの香り 輝きのあるルビーレッド色、ラズベリー、ブラックカラントのアロマとブーケ、複雑な香り

シャトーレプリュドュモワンヌ2015 シャトーオーマウラン2016

濃く力強い赤色、若々しい果実のアロマ 濃いルビー色、フルーツのアロマと黒果実の香り

シャトーオーバラスタ2016 シャトーヴュートゥケ2016

深く濃いルビー色、フルーツのアロマとリコリスの香り 真紅の衣をまとったような紫色、チェリーやブラックベリーのアロマ、赤果実の香り

シャトーレロックドプレザンス2017 ヴァロンダルシェ2015

輝く紫色、ブラックカラントや樽に由来するバニラのような香り 濃いルビー色、赤果実のアロマ



 

国/地域 画像

ブルゴーニュ

ブルゴーニュ

ブルゴーニュ

ブルゴーニュ

ブルゴーニュ

※ボトルの画像に関しては、一部ビンテージ表記、ラベルデザイン、キャップシールが異なる場合がございますので、予めご了承ください。

<ルイ・ジャド>　ブルゴーニュ・ルージュ　クーヴァン・デ・ジャコバン

若いときには赤い果実のフルーティーさを発揮し、時間とともに、森の枯れ葉の香りや、ス
パイシーさなど、より熟成した香りで楽しませてくれます。

<ドメーヌ・ファビアン・コシュ>　ブルゴーニュ・ピノノワール　

ムルソーの名門、コシュ･デュリーの一族。しなやかな酸味と細かく繊細な渋味、マイルドな
果実味。ピノ・ノワールの良さを引き出したバランス良い味わい。

<フェヴレ>　ブルゴーニュ・ピノノワール　

ブルゴーニュに140haを所有する大ドメーヌであるフェヴレがつくるベーシックワイン。輝
きのある美しいルビー色。全体的に調和がとれ、チャーミングなフィニッシュ。

<ドミニク・ローラン>　ブルゴーニュ・ピノノワール

味わいはパワフルでありながらも優しく、飲み飽きしない心地よいピノノワールです。マル
サネ等の村名ぶどうをふんだんに使用し、醸造は他のワインと同じく手作業でポンプを使わ
ず、自然の造りを心がけています。

2018年　秋のリカーセレクション

品種の個性を味わう
ブルゴーニュ地方ピノ・ノワール飲みくらべ赤ワイン５本セット

｢ルビーの宝石｣とも称される､高貴なブドウの代表格［ピノ･ノワール｣は、華やかな果実の
アロマと優雅な酸味が実に魅力｡生産者によって異なる個性や特徴をお愉しみいただける５

本をセットにしました。

商品名

<ドメーヌ・シャンソン>　ブルゴーニュ・ピノノワール

シャンソンの自社の１級畑のブドウも一部使用され、スミレや甘草のアロマの中にスパイス
のタッチ。凝縮感がありバランス良く、フレッシュなワイン。



 

国/地域 画像

スペイン／
アンダルシア

スペイン／
アンダルシア

スペイン／
アンダルシア

スペイン／
アンダルシア

スペイン／
アンダルシア

※ボトルの画像に関しては、一部ビンテージ表記、ラベルデザイン、キャップシールが異なる場合がございますので、予めご了承ください。

画像添付

〈エミリオ・ルスタウ〉クリーム　イースト・インディア　15年

画像添付
辛口でリッチなオロロソと極甘口のペドロ・ヒメネスのブレンドによる、コクのある極甘口シェ
リー。ヨーロッパでは、フォアグラやブルーチーズと合わせるのが一般的ですが、甘辛いタレを使っ
た和食（うなぎの蒲焼、やきとり等々）と合わせても非常に美味しいです。シェリーのコクと醤油の
酸味がうまく調和し、極甘口のワインですが、食中酒としても十分楽しむことが出来ます。

〈エミリオ・ルスタウ〉ペドロ・ヒメネス　サン・エミリオ　12年

画像添付
ビロードのような柔らかな舌触りで、超濃厚なレーズンを感じさせる極甘口シェリー。残暑が厳しい
日には、現地の定番デザート、バニラアイスのペドロ・ヒメネスかけとして、また、涼しくなってき
たら、ホットミルクに少量入れて濃厚ホットミルクにしても美味しいです。是非一度お試しくださ
い。

〈エミリオ・ルスタウ〉オロロソ　ドン・ヌーニョ　12年

画像添付辛口シェリーの中で最もリッチな風味があるオロロソタイプ。牛肉やラム肉などのお肉料理ととても
相性が良いですが、目からウロコなのは、ウニとオロロソのペアリング。生ウニでも問題無く合わせ
られ、オロロソがウニのコクを引き立たせます。その他、春先のちょっと寒い日には、味噌おでんや
温かい味噌汁にオロロソを合わせても美味しいです。

〈エミリオ・ルスタウ〉パロ・コルタード　ペニンシュラ　12年

画像添付
繊細なアモンティリャードの香りと、リッチなオロロソの味わいを併せ持つタイプのシェリー。キノ
コやゴボウなどのアーシーな食材と相性がよく、秋の山の恵み全般にベストマッチです。また、一般
的にワインとの相性が良くない卵料理とも、パロ・コルタードは相性抜群！キノコの卵とじや煮卵、
ちょっとおしゃれにトリュフエッグなど、是非一度このワインとお試しください。

2018年　秋のリカーセレクション

秋の夜長にじっくり愉しむ
辛口から甘口まで堪能できる熟成シェリー5本セット

辛口から甘口まで、お好みのシチュエーションに応じて愉しめる熟成
シェリー５本セット。きのこなどの秋の味覚と合わせるのはもちろ

ん、じっくり熟成感を味わうのもおすすめです。

商品名

〈エミリオ・ルスタウ〉アモンティリャード　ロス・アルコス　8年

画像添付ワインの簡単なアモンティリャードは、フロールによる熟成と酸化熟成の2つの熟成期間を経た、繊細
だがコクのあるタイプ。塩辛などの発酵食品との相性は抜群で、強いクセをマイルドにし、うま味を
引き立たせます。その他、乾燥させて旨味を凝縮させた魚介類（干物等）や、ワインと合わせるのが
難しい魚卵とも好相性です。現地にもカラスミに似た料理があり、シェリーと合わせるのがポピュ
ラーです。



 

国/地域 画像

ベルギー

ベルギー

※ボトルの画像に関しては、一部ビンテージ表記、ラベルデザイン、キャップシールが異なる場合がございますので、予めご了承ください。

クローバージン　ラッキー４

シトラスベースに、グリーンティー、ベルガモットのボタニカルが大人っぽく香る、
エレガントな味わい

2018年　秋のリカーセレクション

ベルギーの三姉妹が手がける、クローバージン　2本セット

ベルギーの三姉妹が造る繊細で柔らかい、女性的なクラフトジン。
朝露のようにみずみずしい繊細なボタニカルの重なり。三姉妹が紡ぐ、クローバーのしあわせのおまじな
い。花々の深いアロマと共に、厳選したフレッシュボタニカルが優しく重なり合います。女性蒸溜家が手

がける、柔らかで繊細な空気を纏ったクラフトジンの限定2本セット

商品名

クローバージン　オリジナル

ラベンダー、エルダーフラワー、カモミール等の花々と洋梨のアロマが香るフレッシュな味
わい



 

国/地域 画像

アメリカ

アメリカ

アメリカ

※ボトルの画像に関しては、一部ビンテージ表記、ラベルデザイン、キャップシールが異なる場合がございますので、予めご了承ください。

〈ワイルド・トニック〉ラズベリー・ゴジ・ロゼ

ラズベリーとスーパーフードとして注目を浴びているゴジベリー（クコの実） の酸味が、 蜂
蜜とベストマッチ。サラダにもよく合います。

〈ワイルド・トニック〉ホッピー・バズ

蜂蜜とホップが香る驚きのニュー・ スタンダード ・ テイスト。 ビールだけじゃもったいな
い！ホップの苦味はなく素晴らしいアロマです。

2018年　秋のリカーセレクション

生コンブチャ〈ワイルド・トニック〉飲みくらべ3本セット

世界的に話題の「生コンブチャ（紅茶を発酵させたティー・リキュール）」
3本セット。ハチミツで発酵させたほんのり甘いスパークリングワイ

ンのような味わいで、プロバイオティクスが生きたまま摂取できます。

商品名

〈ワイルド・トニック〉ブルーベリー・バジル

甘い蜂蜜の香りとフレッシュなブルーベリーがミックス。アクセントにバジルが加わり、 ド
リンカブルなテイストに仕上がっています。



 

国/地域 画像

日本/秩父

※ボトルの画像に関しては、一部ビンテージ表記、ラベルデザイン、キャップシールが異なる場合がございますので、予めご了承ください。

2018年　秋のリカーセレクション

オリジナルクオーターカスク“ちびダル”熟成
〈秩父蒸留所〉秩父CHIBIDARU

秩父蒸留所で蒸溜されたモルトウイスキーを、アメリカンオークのオリジナルクオーター
カスク（通称ちびダル）で熟成しました。ちびダルゆえに２０１３年の樽詰めながら、実

際の熟成年数以上の熟成感が愉しめます。

商品名　秩父 CHIBIDARU 

日本/秩父 

アメリカンオークのオリジナルクオーターカスク（通称ちびダル）で熟成しました。香りは
キャラメリゼしたクルミ、洋梨のコンポート。味わいは黄桃のフルーティさにやさしい麦の
甘み。長い余韻の中にバニラビーンズの香り、渋皮栗のビター。秋の夜長にゆっくりとスト
レートやロックでお楽しみください。


