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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。

<ドゥラモット> ブリュット　

NVブリュットでもコート・デ・ブランのシャルドネが50%も占めるのは、さすがメニルの
メゾンならでは。デリケートでエレガンス溢れ、なおかつしっかりとしたボディが究極のバ
ランスをもたらします。

<ペルトワ・モリゼ>　ブリュット　

高級シャンパーニュを生むメニル・シュル・オジェ村の超凄腕！自社畑１００％のピノ・ノ
ワールとシャルドネをブレンドしたバランスの良い味わい。

<ヴーヴ･フルニ>　グラン・レゼルヴ ブリュット

所有する４０ヵ所以上の区画は全てプルミエクリュ、化学肥料を使用しない自然なぶどう栽
培を行っています。、シャルドネを主体としたフレッシュかつ繊細でエレガントなスタイル
が特徴的。石を砕いた時に感じるスモーキーさとミネラル感まとい、柑橘系のフルーツを想
わせます。活気に満ち溢れ、長い余韻が続くパワフルな側面もあります。

<パイパー・エドシック>　エッセンシエル　エクストラ　ブリュット

１７８５年創業。王妃マリー・アントワネットに献上され、マリリン・モンローにも愛され
たパイパー・エドシックは、カンヌ国際映画祭公式シャンパーニュとしてよく知られていま
す。

2018年　冬のリカーセレクション

No.001 メゾンの個性とこだわりが光る
人気のグランメゾン・シャンパーニュ　飲みくらべ５本セット

人気シャンパーニュメゾンから、カンヌ国際映画公式ブランドなど選
りすぐりの5本をセレクトした冬にもってこいのシャンパーニュセッ
トです。生産者によって異なる個性や特徴をお愉しみいただけます｡

商品名

<アヤラ>　ブリュット・マジュール 

シャンパーニュの畑のほぼ中央に位置するアイ村に設立。繊細で複雑味があり、調和のとれ
た見事なバランス。魅力的な果実味とハツラツ感があります。
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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。

〈シャンパーニュ・マルトー〉エクストラ・ブリュット

ヴァレドラマルヌ　アジィ・ジュール・マルヌ　村に位置するメゾン。3代目のオリヴィエ・
マルトー氏は、若い人々にもっとシャンパーニュを愉しんでほしいとの考えを持ち、シャン
パーニュ造りに励んでいます。力強くドライな、トレンドの辛口シャンパーニュの新商品で、
飲み飽きず、和食にも合うシャンパーニュ。

〈シャンパーニュ・カイエ・ルメール〉ル・フレ

ヴァレドラマルヌ　　ダムリー村に位置するメゾン。ピノ・ムニエを主体とした味わいは心地
よい果実味から始まり、はつらつとした酸と力強さとフィネスを感じる。ぶどう＝果物　の
ニュアンスを感じるシャンパーニュ。

2018年　冬のリカーセレクション

No.002　ゴールドメダルの辛口を味わう
フランス・シャンパーニュ地方

生産者別金賞受賞飲みくらべ3本セット

数あるシャンパーニュ地方のメゾンの中から、金賞受賞の辛口シャン
パー ニュをセットでご用意しました。和食にも合うトレンドの辛口や
芳醇な 果実のアロマを感じる1本などメゾン独自の味わいをご堪能く
ださい。

商品名

<シャンパーニュ・ジェネ>　エクストラブリュット　ブラン・ド・ブラン

フレッシュで勢いの良いムース、桃のような白い果実のアロマ。　ブリュットよりリキュール
添加が少ない分、甘味抑えめでキリリとしたストレートな味わい。　辛口シャンパンが好きな
方にお薦めです。
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ドン ペリニヨン 2009

トロピカルフルーツの華やかな印象から深みのある芳香へ。
懐が深く熟成した肉感的な味わいが際立ちます。

2018年　冬のリカーセレクション

No.００５　飲みくらべて愉しむ熟成シャンパン
ドン ペリニヨン 熟成テイスティング2本セット

16年の時を経て2度目の熟成のピークに達した ドン ペリニヨンと、
最低 8年間の熟成を経たビ ンテージ ドン ペリニヨンをご用意しまし
た。プ レステージシャンパンの熟成による味わいの違 いを愉しめる
セットです。

商品名

ドン ペリニヨン P2 2000

16年もの時を経て第二の熟成のピーク（プレニチュード）に達したドン ペリニヨン P2は、
エネルギーが最高潮に達した味わい深い逸品です。17年リリースの最新ヴィンテージ。
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【ドゥーツ】　ブリュット・クラシック 【ピエルソン・キュヴリエ】キュヴェ　トラディッション　グランクリュ

1838年創業の老舗メゾン。フランスの著名な雑誌などでも世界のトップ6に数えられまし
た。ピノ・ノワール、ピノ・ムニエ、シャルドネを1/3ずつ。ドゥーツ社のトレードマークと
もいえる定番モデル。NVのブリュット・クラシックで通常の15ヶ月を超える3年熟成！！

ドメーヌ元詰めにはブージー、アンボネイ、ルーヴォワ、アイの区画のグラン・クリュ４．５ヘ
クタール分しか使用しない、こだわりをもつシャンパーニュ

【ルイ・ロデレール】　ブリュット・プルミエ
【プティ・ジャン・ピエンヌ】キュヴェ　クール　ドゥ　シャルドネ　ブ
リュット　グランクリュ

ルイ・ロデレールが誇るスタンダードシャンパーニュ、ブリュット・プルミエは、「熟成感と
フレッシュさ」、「エレガンスと強さ」これらの相対する要素を見事に融和させた、バランス
の良さが一番の魅力。成熟した豊かな風味と堅固な骨格があり、エネルギッシュかつエレガン
トという独特な風合いを持っています。

コート・デ・ブランの中心部　クラモンに6世代続く家族経営のメゾン。シャルドネ100％で造
られる、フレッシュ感とエレガントな香りが特徴的なシャンパーニュ

【ルイナール】 ブラン ド ブラン 
【シャンパーニュ・ジェネ】ブリュット　エスプリ　ブラン　ド　ブラン　グ
ランクリュ

ランス　1729年創業
世界で最古のシャンパーニュメゾン「ルイナール」。
シャルドネの個性を完璧に表現しています。

コート・デ・ブランのグランクリュ100％のシャルドネを使用した繊細でバランスの取れたブ
ラン・ド・ブラン。

【ヴーヴ・クリコ】 イエローラベル 【ベルナール・ブレモン 】ブリュット　グランクリュ

ランス　1772年創業
シャンパーニュ地方で今もラ・グランダム（偉大な女性）と呼ばれるマダム・クリコが造る
シャンパーニュ。心地よい爽やかさとフルーティなアロマが際立ちます。

グラン・クリュ、アンボネイのブドウ主体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。

【モエ・エ・シャンドン】 モエ アンペリアル 【ル・ブルン・セルヴネイ】キュヴェ・メロディアン　C　グランクリュ

エペルネ　1743年創業
270年以上の歴史を誇るシャンパーニュメゾン。バランスのとれたエレガントな味わい

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。

2018年　冬のリカーセレクション

NO.００６　グランメゾンVS小規模生産者グランクリュ！
シャンパーニュの王様〈クリュッグ〉も入った　飲みくらべハーフサイズ12本セット

大小合わせて約5000のメゾンが存在す るシャンパーニュ地方。バラエティ豊か なグランメゾンと鮮やかな個性の小規模 生産者をセレクト
しました。造り手の情熱 を感じるラインナップをお愉しみください。

商品名 商品名

【 クリュッグ】 グランド キュヴェ ハーフ 【ヴーヴ・エレオノール  】ブリュット　エモーション　ブラン　ド　ブラン　

ランス　1843年創業
比類なき個性を備えた至高のシャンパーニュ。
6から10年にわたる収穫年の異なる120種類以上のワインをブレンド。力強さと複雑さ、豊
かさのバランスが絶妙です。

オジェに13ヘクタールに畑を所有するレコルタン・マニュピュランのヴーヴ・エレオノール
は、ビオロジック農法に興味を抱き、リュット・レゾネにて畑を管理し、日曜日も畑仕事をこな
す情熱的な生産者です。醸造も畑の区画ごとに行い、さらにはブドウの樹齢ごとに醸造し、その
後アッサンブラージュを行うというこだわり。
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〈ベラヴィスタ〉アルマ・グラン・キュヴェ・ブリュット

洋ナシなどの甘く熟した果実やヴァニラ、白い花などのフレッシュなアロマ。軽やかで強すぎ
ず、きめ細かく上品な泡がふんわりと広がります。程良く甘さのある果実味、美しい酸とすべ
ての要素が見事に整ったバランスの良さは、まさにベラヴィスタの目指す「完璧な調和」とい
う言葉そのもの。お料理との相性も抜群で幅広い食事と寄り添うことのできる優秀な1本で
す。

〈リッチクルバストロ〉フランチャコルタ　DOCG　サテン　ブリュット

瓶内熟成40カ月で、泡のきめ細やかさが特徴です。　洋ナシや白い花の香りシャルドネ
100%切れの良さと泡のきめ細かさが特徴です。

〈カ デル ボスコ〉フランチャコルタ キュヴェ プレステージ

１３４の区画に及ぶ自社畑の厳選されたブドウだけを使用。ブドウは収穫ロットごとに醸造さ
れ最高のヴィンテージのリゼルヴァとアッサンブラージュされています。
２８ヶ月間の熟成を経てリリースされ、崇高な透明感、心地よいフレッシュ感と酸味。

〈サントゥス〉フランチャコルタ　ブリュット

年間生産量３万本、100％自社葡萄を使用。元々は栽培のみ手掛ける農家であったため、品質
へのこだわりは強い。きめ細かい泡立ちが特徴。辛口。

2018年　冬のリカーセレクション

No.007　イタリア最高峰スパークリングを堪能　ワインジャーナリ
スト宮嶋氏おすすめ！ 注目スパークリング銘醸地

フランチャコルタ飲みくらべ5本セット

イタリア北部ロンバルディア州の丘陵地帯で伝統的な 瓶内二次発酵で
造られるスパークリングワインのフラ ンチャコルタ。ミネラルが豊富
に含まれ、ぶどうがアロ マと酸を保ちながら完熟する奇跡の土地と言
われており、 果実味たっぷりのぶどうが育ちます。フランチャコル タ
人気は日本でも広がっており、フランチャコルタを扱 うレストランも
増えてきています。

商品名

〈アジェンダ・アグリコーラ・フェルゲッティーナ〉サテン

香りが蜂蜜的。酵母香が心地よい。洋ナシや白い花の清々しさのある華やかな香りが魅力的。
ふくよかさの中に優しさがある。泡立ちは強すぎず、上品さと繊細さが全面に現れている。
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＜ジョセフ・グリュス・エ・フィス＞  クレマン・ダルザス・ブリュット

淡い色調のイエローにキメ細かな気泡。フレッシュでストレートなアタック。口に含むと新
鮮さがいっそう際立ち、ピュアな味わい。軽やかできわめてドライ。アペリティフに最適な
クレマン。

<ドメーヌ・グラシュー・シュヴァリエ>　クレマン・ド・ブルゴーニュ

シャブリ近郊の単一畑で造られたシャブリ・スタイルのクレマン・ド・ブルゴーニュ。爽や
かなフルーティーさとミネラルのバランスが良く、最後まで上品な旨味が続くスパークリン
グワイン。

＜ドミニク・ローラン＞　クレマン・ド・ブルゴーニュ 

ドミニク・ローランが原酒から吟味した老舗メゾンのクレマンは、実はドミニク自身の祖父
も愛飲していたメゾンのもの。心地よいミネラル感と繊細な酸が絶妙。リュリーを中心とす
るコートシャロネーズのアリゴテとシャルドネをブレンド。

<グラシアン・エ・メイエ>   クレマン・ド・ロワール　ブリュット　キュヴェ・フラム

淡い麦わら色。美しい真珠のような泡。少し煮詰めた果実（アプリコットや桃）にブリオッ
シュやヘーゼルナッツの香りが混ざります

2018年　冬のリカーセレクション

No.008　繊細な泡を贅沢に愉しむ
人気のスパークリング「クレマン」飲みくらべ　５本セット

シャンパーニュと同一の製法(瓶内二次発酵)で造られる｢クレマン｣｡ブ
ルゴーニュ、ロワールの人気地方からセレクト｡キメの細かい美しい
気泡と､上質な酸味をお愉しみいただる､｢泡ファン垂涎｣の５本セット

です｡

商品名

<ラングロワ・シャトー>　クレマン・ド・ロワールブリュット

６つのテロワールのブドウを使用、24カ月以上の熟成。繊細な泡、花梨、桃、グレープフ
ルーツなどの香り。フレッシュで上品な味わい。
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鮮やかに輝くピンク。洗練された花やフルーツなどのアロマに、いきいきとした果実味。魚
介を使った料理との相性抜群のロゼスパークリング。
フランス産

2018年　冬のリカーセレクション

No.009  寒い日のごちそうを一層特別に　テーブルを彩る世界の辛口ロゼスパークリング8本セット

世界各国からテーブルを彩るロゼスパークリングワインを8本集めました。しっかりとした味わいのお料理が増える冬のご馳走との相性も
バッチリです。フランスのクレマンから、ロゼのカバ、南アフリカのシャンパーニュ製法のものまで入ったセットです。

商品名 商品名

カタルーニャ地方の地ブドウトレパット種100%のチャーミングなロゼカバです。愛らしい果
実味とスッキリとした口当たりがとても心地よい。
スペイン産

ﾐﾗﾃﾞｨｰ ｸﾚﾏﾝ･ﾄﾞ･ﾎﾞﾙﾄﾞｰ ﾛｾﾞ ｾｯｸ/ JLﾊﾞﾗﾗﾝ ｸﾞﾗﾊﾑ･ﾍﾞｯｸ ﾌﾞﾘｭｯﾄ ﾛｾﾞ

赤ワインの銘醸地ボルドーの主要品種カベルネ・ソーヴィニヨン100%で造られるクレマン
（発泡性ワイン）。イチゴ等を感じさせる愛らしい香りに果実感タップリの味わいが楽しめ
ます。
フランス産

シルバーピンク色のスパークリングロゼ。チェリーやベリーのチャーミングな果実味ときめ細か
な泡が舌の上で踊るように広がります。エレガントな質感を持つフレッシュで心地よい泡です。
南アフリカ産

ﾋﾟﾉ ﾛｾﾞ/ ｻﾝﾃﾛ ﾅﾊﾞﾛ･ｺﾚｱｽ ﾌﾞﾘｭｯﾄ ﾏﾙﾍﾞｯｸ ﾛｾﾞ

ピノ・ビアンコ種とピノ・ネロ種を用いて造られた本格的な辛口ロゼスパークリングワイ
ン、その名も「ピノ　ロゼ」。スタイリッシュなラベルと本格的な味わいをお楽しみくださ
い。
イタリア産

チェリーやプラム、スイカのシャーベットを想わせるフレッシュで深いアロマ。マルベックの
ジューシーで膨らみある果実味と洗練された泡、程よいボディバランス。飲み応え抜群です。
アルゼンチン産

ﾊﾞﾙﾃﾞｨﾋﾞｴｿ ﾌﾞﾘｭｯﾄ ﾛｾﾞ 17 ｱｶｷｰｽﾞ ｽﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞ ﾛｾﾞ / ｷﾘ･ﾔｰﾆ

チリ屈指の名門が生み出すピノ・ノワールをふんだんに使用した贅沢な泡。チャーミングな
アロマにストロベリーの果実味。引き締まった酸と細かな泡を持つ上質なロゼスパークリン
グです。
チリ産

ギリシャ北部の冷涼な産地で育つ、ギリシャ固有品種「クシノマヴロ」。引き締まった酸と深い
赤果実の風味を持つこのブドウから生まれる非常に珍しいスパークリングワインです。
ギリシャ産



国/地域 画像 国/地域 画像

ﾌﾗﾝｽ/ｼｬﾝﾊﾟｰ
ﾆｭ

ﾁﾘ/ｾﾝﾄﾗﾙ･ｳﾞｧﾚｰ

ｲﾀﾘｱ/ﾋﾟｴﾓﾝﾃ
ｵｰｽﾄﾗﾘｱ/ｻｳｽ･ｵｰ
ｽﾄﾗﾘｱ

ｽﾍﾟｲﾝ/ｶﾀﾙｰﾆｬ ﾌﾗﾝｽ

ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ/ﾍﾞｲ
ﾗ･ｱﾄﾗﾝﾃｨｺ

ｲﾀﾘｱ/ｼﾁｰﾘｱ

※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。

ﾎﾞｰﾓﾝ･ﾃﾞ･ｸﾚｲｴｰﾙ Gﾚｾﾞﾙｳﾞ ﾊﾞﾙﾃﾞｨﾋﾞｴｿ ﾌﾞﾘｭｯﾄ

フルーティでまろやかな優雅さが際立つ、きめ細かな泡立ちのシャンパーニュ。熟した果実
のアロマと柑橘類のフレッシュな風味が心地よく、後味はスッキリとしています。
フランス産

2018年　冬のリカーセレクション

No.010　個性豊かな泡の世界を堪能　シャンパーニュも入った世界の辛口白スパークリング8本セット

年末にお勧めのシャンパーニュも1本入った辛口スパークリングワイン8本セットになります。シャンパーニュのほかにもフレンチスパーク
リング、スプマンテ、カバとバラエティに富んだセットとなっております。泡の世界をご堪能下さい。

商品名 商品名

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。
チリ産

ｻﾝﾃﾛ ﾌﾞﾘｭｯﾄ/ ｻﾝﾃﾛ ﾌｧｳﾝﾄﾞ･ｽﾄｰﾝ ﾌﾞﾘｭｯﾄ ｷｭｳﾞｪ

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。
イタリア産

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。
オーストラリア産

ﾌﾛｰﾙｽ ｶﾊﾞ ﾌﾞﾙｯﾄ/ ﾏｻﾞｯｸｽ ｳﾞｰｳﾞ･ﾉﾜｰﾙ ﾌﾞﾘｭｯﾄ/ ｿﾚｳﾞｨ

1920年より代々続く家族経営のワイナリーが丁寧に造る瓶内二次醗酵のスパークリングワ
イン。繊細な色合いと爽やかな口当たり、きめ細かい泡は食事との相性も抜群です。
スペイン産

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。
フランス産

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 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

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。
ポルトガル産

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。
イタリア産



国/地域 画像 国/地域 画像

フランス/ボ
ルドー

イタリア/ヴェ
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フランス/ラ
ングドック=
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スペイン/ペネ
デス

イタリア/ロ
ンバルディア

スペイン/ペネ
デス

イタリア/エ
ミリア＝ロ
マーニャ

スペイン/ペネ
デス

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。

＜ジャン・アルシャンボー＞ブラン・ド・ブラン　ブリュット ＜マスティオ・デッラ・ロッジア＞グラン・キュヴェ　スプマンテ・ロゼ

柔らかな泡に、果実の甘味が溶け込むふくよかな味わい。余韻に残る柑橘類の酸味と苦味が
心地よい、上品な味わい。

2018年　冬のリカーセレクション

No.011　各国の感性を3種のスパークリングで感じる　3大大国スパークリングワイン飲みくらべ10本セット

フランス、イタリア、スペインの赤・白・ロゼスパークリングワインを飲みくらべ。国ごとの違いや異なる品種、醸造方法から生み出される
さまざまな味わいがお愉しみ頂けるセットです。

商品名 商品名

ストロベリー、ラズベリーなど赤系果実の爽やかな香り。キメ細やかな泡立ちに、フルーティ
でフレッシュな果実味を楽しめる辛口ロゼスプマンテ。

＜アン・ジ＞ルイ・レオナール　ブラン・ド・ブラン ＜ペレ・ベントゥーラ＞カバ　モナ　ブリュット

白桃のような香りとぶどう本来のふくよかな甘みを感じるスパークリングワイン。
国内最大手の航空会社にて国際線ビジネスクラスにも採用された、カバ本来の豊かな果実味と
複雑さを持ったスパークリングワイン。

＜テッレ・ベンティヴォーリオ＞キュヴェ・ディ・ピノ　スプマンテ ＜ペレ・ベントゥーラ＞カバ　プリメール　ブリュット　レセルバ

黒ぶどうであるピノ・ネロ種100％で造られる、生き生きとした泡立ちとフルーティな味わ
いを楽しめる、フレッシュなスプマンテ。

繊細な泡立ちとフレッシュな酸味。コクのあるフルーティな味ウィが楽しめます。瓶内熟成
18ヶ月

＜カザーリ・ヴィティクルトーリ＞ランブルスコ　ロッソ　セッコ ＜ペレ・ベントゥーラ＞カバ　プリメール　ロゼ　エクストラ・ドライ

デイリーワインの次元を超えた、チェチの手掛ける話題の赤の微発泡ワイン。赤ワイン好き
にもおすすめです！

スペイン・カタルーニャの地ぶどうトレパット種100％で造られる、サクランボのようなフ
ルーティなやや辛口のスパークリングワイン。

＜アントニーニ・チェレーザ＞グレラ・スプマンテ　エクストラ・ドライ

イタリアのソムリエもおすすめするスプマンテ。やさしい泡立ちとふくよかな味わい。フ
レッシュなりんごの果実味と余韻にその蜜のニュアンスが楽しめます。

＜マスティオ・デラ・ロッジア＞グラン・キュヴェ　スプマンテ・ブリュッ
ト

100年以上の家族経営の歴史を持つ造り手による、繊細な泡立ちで、非常にフルーティでフ
レッシュなミネラル感が魅力のワイン。



国/地域 画像 国/地域 画像

フランス
フランス/
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イタリア/エ
ミリア・ロ
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フランス/
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イタリア/
ヴェネト

イタリア/
ヴェネト

スペイン/カス
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イタリア/
ヴェネト

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。

＜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。

2018年　冬のリカーセレクション

No.013　名産国が誇るワインで宴に華を　みんなでパーティ！旧世界バラエティ10本セット

ワイン生産地として定番のフランス、イタリア、スペイン産の様々な味わいのワインに加え、白と赤の辛口スパークリングワインも入った、
パーティが盛り上がること間違いなしのバラエティセットです。

商品名 商品名

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。

＜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

 

＜ヴァル・ドルビュー＞プレジール・エ・デクーヴェルト・カベルネ・ソー
ヴィニヨン

 
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。

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。ブラックベ
リーのアロマとスパイシーさが有り、ステーキやバーベキューにオススメ。

＜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。

＜ヴァルパンテーナ＞ペルゴリーノ・ビアンコ

 

＜ボデガス・ビリャビド＞ビリャビド・ボバル・エコロジコ

 

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。

40年以上の樹齢のオーガニックで造られた人気のボバル種を使用。熟した赤い果実やベリー、
プルーン、トースト香が心地良い。

＜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。

＜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。



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。

＜スリー・ピラーズ＞　ザ・グルメ　ピノ・グリージオ ＜カルヴィソン＞セレクシオン　メルロー

いきいきとした新鮮な果実の風味、爽やかさと厚みを持ったバランスの良い味わい

2018年　冬のリカーセレクション

No.015 新旧対決世界のモノ・セパージュ　９カ国１２品種飲み比べ　赤・白１２本セット

旧世界のヨーロッパから、ニューワールドのチリや南アフリカまで、9か国より単一品種100%のブドウで造られた
ワインのみを揃えました。世界のワインを愉しみながら品種の個性も堪能できるセットです。

商品名 商品名

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。

＜ラッキー・ゴート＞シャルドネ ＜ラッキー・ゴート＞カベルネ・ソーヴィニヨン

芳醇な柑橘系フルーツの口当たり、しっかりとした酸と厚みのあるボディが印象的。 溢れる果実のニュアンスと穏やかな酸味が特徴的でフルーティーな味わい。

＜サンヴィート＞　グリッロ ＜トール・ホース＞ピノタージュ　

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。
熟した赤い果実の香りとチョコレートやコーヒーのような香り、柔らかなタンニンがあり、甘
さを感じます。

＜マタヒウィ・エステート＞　マウント・ヘクター　ソーヴィニヨン・ブラン ＜サンヴィート＞ネグロアマーロ

ライム、グーズベリーのアロマ。ミネラリーでまとまりのある爽やかな味わい。 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。

＜ボデガ・コロメ＞　トロンテス ＜サイクルズ・グラディエーター＞　ピノ・ノワール

花のアロマが鮮烈でシトラス、スパイスが芳醇に香るフレッシュな果実味と厚みのある酸が
特徴的。

赤い果実の風味が印象的なフルーティーで綺麗な印象の味わい。

＜アンティカ・パナセア＞サンジョーゼ ＜オラ・ヌエーヴァ＞　シラーズ

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。
リキュールを思わせるような芳醇な果実の風味に、厚みのあるしっかりとしたボディが印象
的。



国/地域 画像 国/地域 画像

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ/ｻｳｽ･
ｵｰｽﾄﾗﾘｱ

ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ/ﾄﾗｷｱﾝ･
ｳﾞｧﾚｰ

ﾌﾗﾝｽ/ﾗﾝｸﾞﾄﾞｯ
ｸ&ﾙｰｼﾖﾝ

ｽﾍﾟｲﾝ/ｶｽﾃｨｰﾘｬ･
ﾗ･ﾏﾝﾁｬ

ｲﾀﾘｱ/ｱﾌﾞﾙｯﾂｫ ｲﾀﾘｱ/ﾌﾟｰﾘｱ

ｲﾀﾘｱ/ｱﾌﾞﾙｯﾂｫ ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ/ｻﾝ･ﾌｧﾝ

ｽﾍﾟｲﾝ/ｶｽﾃｨｰ
ﾘｬ･ﾗ･ﾏﾝﾁｬ

南ｱﾌﾘｶ/ｳｴｽﾀﾝ･
ｹｰﾌﾟ

ｽﾍﾟｲﾝ/ｶｽﾃｨｰ
ﾘｬ･ﾗ･ﾏﾝﾁｬ

ﾁﾘ/ｾﾝﾄﾗﾙ･ｳﾞｧﾚｰ

※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。

ﾌｧｳﾝﾄﾞ･ｽﾄｰﾝ ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ 16 ｻｲｸﾙ ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ / ﾐﾝｺﾌ

高評価ワイナリーが手掛けるコスパブランド。ダークチェリーや濃いプラム、ブラックベリー
のアロマを持ちます。オーク香も心地良く、複雑味とコクのある人気の赤ワインです。
ブドウ品種：カベルネソーヴィニヨン　100％

品質志向で知られるワイナリーによるピノ・ノワール。チェリーを想わせる赤果実の芳醇な香
り、柔らかい口当たりと果実味豊かな余韻が心地よい。
ブドウ品種：ピノ・ノワール　100％

2018年　冬のリカーセレクション

No.016　魅力あふれる代表格が揃い踏み　赤ワイン12品種モノ・セパージュ飲み比べ12本セット

数ある赤ワイン用のブドウ品種の中から代表的な12品種をモノ・セパージュにてご用意しました。
個性豊かなブドウ品種の違いを存分にお愉しみ頂けます。

商品名 商品名

ﾚ･ﾀﾝﾇ ｵｸｼﾀﾝ ﾒﾙﾛｰ ｼﾝﾌｫﾆｱ ｼﾗｰ

南仏、ラングドック地方のメルロー100％のワイン。カシスを想わせるベリー系の香り。ま
ろやかなタンニンで柔らかい口当たりです。
ブドウ品種：メルロ　100％

品種の特徴を余すところなく表現したシンフォニア。完熟したシラーならではの黒果実やスミレ
のような芳醇な香りと、柔らかなタンニンの甘味を感じる飲み応えのある赤ワインです。
ブドウ品種：シラー　100％

ﾄﾞﾓｰﾄﾞ ｻﾝｼﾞｮｳﾞｪｰｾﾞ ｳﾞｪﾝﾄ ﾛｯｿ P / ﾄｯﾚｳﾞｪﾝﾄ

アブルッツォの太陽をたっぷり浴びた完熟ワイン。赤いベリーの香りが華やかに広がる、フ
レッシュさとしっかりしたボディを併せ持つ、バランスの取れた味わいです。
ブドウ品種：サンジョヴェーゼ100％

南イタリアの完熟ブドウから造られた、果実味とタンニンが滑らかで飲み心地のよい赤ワインで
す。ヴェントシリーズを並べてイタリア国旗のディスプレイとしてもお使い頂けます。
ブドウ品種：プリミティーヴォ　100％

ｵｰﾛ ﾓﾝﾃﾌﾟﾙﾁｱｰﾉ･ﾀﾞﾌﾞﾙｯﾂｫ/ ﾃｯﾚ･ﾃﾞﾙ･ｺﾙﾉ ｱﾙﾀ ﾏﾙﾍﾞｯｸ

「金」という名のワイン。完熟フルーツの旨味がギュッと詰まったコクのあるタイプ。ベリー
やチェリーのアロマに心地良い酸味があり、バランスがよくソフトで滑らかなワインです。
ブドウ品種：モンテプルチアーノ100％

標高630ｍ、アンデスの尾根で生まれるアルゼンチンを代表するブドウ品種マルベック。ジュー
シーな赤系果実、コーヒー、チョコを想わせる複雑なフレーバーが特徴です。
ブドウ品種：マルベック　100％

ﾛﾍﾞﾃｨｱ ﾃﾝﾌﾟﾗﾆｰﾘｮ ﾌｪｱｳﾞｧﾚｰ ﾋﾟﾉﾀｰｼﾞｭ

スペインだから出来る有機栽培ブドウ100％を使った非常にリーズナブルなテンプラニー
リョ。飲みやすいスタイルで、柔らかな果実味が楽しめます。
ブドウ品種：テンプラニーリョ100％

スパイシーな黒果実のブーケ、熟したタンニンと豊かな果実味が心地良く、大きく広がります。
明るい果実味は軽快で、冷やして飲んでもとても美味しい赤ワインです。
ブドウ品種：ピノタージュ　100％

ｲｹﾞﾙｴﾗ 赤/ ｻﾝﾀ･ｷﾃﾘｱ ﾊﾟﾇｰﾙ ｶﾙﾒﾈｰﾙ

スペイン南東部アルマンサＤ.O.の生産者。フランス原産で今ではアルマンサの地ブドウとも
言える、ガルナッチャ・ティントレラ種100％使用の果実味主体で濃い色調の赤ワインで
す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ブドウ品
種：ガルナッチャ・ティントレラ 100%

チリの代表品種カルメネールの旨味が詰まったワインです。チョコやプラムを想わせるアロマと
凝縮感、エレガントな余韻を持ちます。
ブドウ品種：カルメネール　100％



国/地域 画像 国/地域 画像

ﾌﾗﾝｽ/ﾗﾝｸﾞﾄﾞｯ
ｸ&ﾙｰｼﾖﾝ

ｽﾍﾟｲﾝ/ｶｽﾃｨｰﾘｬ･
ﾗ･ﾏﾝﾁｬ

ｲﾀﾘｱ/ﾌﾟｰﾘｱ
ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ/ｻｳ
ｽ･ｱｲﾗﾝﾄﾞ

ｲﾀﾘｱ/ｼﾁｰﾘｱ ﾁﾘ/ｾﾝﾄﾗﾙ･ｳﾞｧﾚｰ

ｲﾀﾘｱ/ｱﾌﾞﾙｯﾂｫ ﾁﾘ/ｾﾝﾄﾗﾙ･ｳﾞｧﾚｰ

ｲﾀﾘｱ/ｼﾁｰﾘｱ
南ｱﾌﾘｶ/ｳｴｽﾀﾝ･
ｹｰﾌﾟ

ｽﾍﾟｲﾝ/ｶｽﾃｨｰ
ﾘｬ･ﾗ･ﾏﾝﾁｬ

南ｱﾌﾘｶ/ｳｴｽﾀﾝ･
ｹｰﾌﾟ

※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。

16 ｺｰﾃ･ﾏｽ ﾏﾙｻﾝﾇ

画像添付

ｼﾝﾌｫﾆｱ ﾍﾞﾙﾃﾞﾎ

華やかな印象を持つマルサンヌ主体のヴァン・ド・ペイ。白い花、なし、メロンなどの香り
とまろやかで程よい酸味はシーフードやレモンを絞ったサラダなどに良く合います。
ブドウ品種：マルサンヌ 100%

品種の特徴を余すところなく表現したシンフォニア。ベルデホ種の特徴である柑橘類やハーブ
の香りにわずかな苦味が加わり、キレのよい酸が爽快な心地よさを誘います。
ブドウ品種：ベルデホ　100%

2018年　冬のリカーセレクション

No.017　バラエティーに富んだ味わいを愉しむ　白ワイン品種12品種モノ・セパージュ飲み比べ12本セット

白ワインの代表的な12品種で造られたモノ・セパージュワインの飲みくらべセット。
爽やかな辛口からフルーティーなものまで、1本1本に詰まったぶどうの魅力を愉しめるラインナップです。

商品名 商品名

ｴｽﾃｯﾗ ﾓｽｶｰﾄ/ ｻﾝ･ﾏﾙﾂｧｰﾉ ｻﾞ･ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｽ ﾘｰｽﾘﾝｸﾞ

ライチやマスカット、蜜を含んだリンゴなど甘やかで華やかな香り。味わいは丸みがあり、
酸とミネラル感のバランスのとれた爽やかな辛口白ワインです。
ブドウ品種：モスカート 100%

嫌味の無いほのかな甘さが魅力のニュージーランド産リースリング。オレンジの花や柑橘類等
豊かなアロマが特徴です。フレッシュな果実味が広がり、洗練された酸が余韻を印象付けま
す。
ブドウ品種：リースリング 100%

ﾌｪｳﾄﾞ･ｱﾗﾝﾁｮ ﾋﾟﾉ･ｸﾞﾘｰｼﾞｮ/ ﾌｪｳﾄﾞ･ｱﾗﾝﾁｮ ﾃﾞﾙ･ｽｰﾙ ｹﾞｳﾞｭﾙﾂﾄﾗﾐﾈｰﾙ ﾚｾﾙﾊﾞ

熟したアプリコットやモモなどの芳醇な果実のアロマ。穏やかな酸と心地良いミネラル感、
そしてフレッシュな果実味が素晴らしい白ワインです。
ブドウ品種：ピノ・グリーショ 100%

白い花や南国系のアロマを持つ白ワイン。口当たりは非常にリッチでふくらみのある味わい。
ライチやパイナップル、白桃のような果実味が口中に広がります。
ブドウ品種：ゲヴュルツトラミネール 100%

ﾄﾞﾓｰﾄﾞ ﾄﾚｯﾋﾞｱｰﾉ･ﾀﾞﾌﾞﾙｯﾂｫ ﾊﾟﾇｰﾙ ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ･ﾌﾞﾗﾝ

アブルッツォの太陽をたっぷり浴びた完熟ワイン。柑橘系の爽やかな香りの中にスパイスと
トロピカル・フルーツのアクセント。いきいきとした酸が心地よいフレッシュな味わいで
す。
ブドウ品種：トレッビアーノ 100%

レモンや白い花を想わせる魅力的な香りを持つ辛口の白ワイン。新鮮なライムやグレープフ
ルーツ、白桃の風味と心地よいハーブ感も魅力で、引き締まった酸が余韻を美しくまとめま
す。
ブドウ品種：ソーヴィニヨン・ブラン 100%

ﾛﾁｪｰﾉ ｸﾞﾘｯﾛ/ ｶﾝﾃｨｰﾈ･ｴｳﾛﾊﾟ ｹｰﾌﾟ･ﾊｲﾂ ｳﾞｨｵﾆｴ

シチーリアを代表する地品種、グリッロから造られる辛口の白ワイン。モモやアプリコット
等のジューシーな香り。余韻に心地よい苦味が口の中を引き締め、スッキリとした後味が特
徴です。
ブドウ品種：グリッロ 100%

洋ナシやトロピカル・フルーツのような香りとはじけるような舌触りを持つワインです。ふく
よかでボリューム感に優れる一方、引き締まった酸を持つ上質な白ワインです。
ブドウ品種：ヴィオニエ 100%

ﾛﾍﾞﾃｨｱ ｼｬﾙﾄﾞﾈ ﾌｪｱｳﾞｧﾚｰ ｼｭﾅﾝ･ﾌﾞﾗﾝ

スペインだから出来る有機栽培ブドウを100％使った非常にリーズナブルなシャルドネ。フ
レッシュな口当たりとシャルドネ特有のコクが楽しめます。
ブドウ品種：シャルドネ 100%

洋ナシやトロピカル・フルーツのような香りとはじけるような舌触りを持つワインです。ふく
よかでボリューム感に優れる一方、引き締まった酸を持つ上質な白ワインです。
ブドウ品種：シュナン・ブラン 100%



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。

＜シャルル・スパー＞クレマン・ダルザス・メトド・トラディショネル・ブ
リュット

　

＜オー・メドック＞シャトー・ピュイ・カステラ

　
繊細で軽やかな泡立ち。ミネラルやハーブ、レモンを思わせる爽やかな芳香、泡立ちと香り
と味わいのバランスが完璧に取れた、はっきりとした気品が感じられる。

2018年　冬のリカーセレクション

No.018　フランスワインを学びながら堪能する　地域別ハーフワイン飲みくらべバラエティ9本セット

人気のクレマンとシャンパーニュを含む、各産地の代表的な個性派ワインを本格的に飲みくらべできる9本のバラエティセットです。
フランスワインを学びたい方も気軽にチャレンジできるハーフサイズでお届けします。

商品名 商品名

サンテステーフやポイヤックの名だたるシャトーの近くに有り、伝統的なメドックのワイン造
りを行っている。カシスの香りとラズベリーの風味。タンニンがしっかりと有りスパイシーな
アロマ。

＜ジャン・ヴェッセル＞シャンパーニュ・エクストラ・ブリュット

　

＜シャトー・サンテステーヴ・デュショー＞コート・デュ・ローヌ・トラ
ディション

　
信頼できる自社畑の範囲で理想的なシャンパーニュ造りに指名をかける家族経営の生産者。
伝統的なスタイルで造られ、柔らかくほど良い厚みの有る辛口シャンパーニュ。

フルーティなまろやかさの中にスパイシーさも感じられる。毎年安定して高いレベルのポテン
シャルを発揮しているビオロジック認証ワイン。

＜マンシヤ・ポンセ＞プイィ・フュイッセ・ヴィエイユ・ヴィーニュ・レ・
クレ

　

＜ビュルク＞カオール・シャトー・ピネレ

　

ふくらみのある蜜やバニラの甘い感じが有り、ほど良く厚みが有りながら、キレイな酸やミ
ネラルとのバランスが絶妙な上品なワイン。

カオールでトップクラスの評価を得ているシャトー・ピネレ。ブラックベリーのニュアンスに
スパイシーさも有り料理に合わせやすい。

＜ボルドーA.C.＞シャトー・ラ・シェーズ

　 　
ポムロールのシャトー・ボールガールの醸造担当者であるヴァンサン・プリウー氏が手がけ
るシャトー。畑の良さから先の発展がますます楽しみ。トロピカルフルーツのニュアンスの
有るソーヴィニヨンブラン。

＜ドメーヌ・ピエール・ラベ＞ブルゴーニュ・ピノ・ノワール・ヴィエイ
ユ・ヴィーニュ

　 　
クロヴージョ・シャトー・ド・ラトゥールのフランソワ・ラベが手がけるドメーヌ。ショレ
イ・レ・ボーヌ近くの畑の樹齢の高いピノノワールを厳選。凝縮したベリーの香りと長い余
韻が心地良い。

＜ブライ・コート・ド・ボルドー＞シャトー・オー・ムノー・クリュ･ブル
ジョワ

　 　

メドックの対岸に位置するシャトー。飲み口の良い安定した品質に定評が有り、この地区の
14シャトー有るクリュ･ブルジョワの1つ。
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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。

ジャン・プラ・セレクション/ソレイユ・デュ・シュッド

南仏ルーションの粘土石灰に植わる地ブドウ2品種をアッサンブラージュしたワインです。低
温で醸し2日間、セメントタンクで発酵後、9ヶ月熟成しました。ガーネットの色調から黒ス
グリやスパイスのアロマを感じます。フレッシュなアタック、綺麗な酸が流れる赤系果実の
エキスにミネラルと少しのタンニンが溶け込んだ味わいは皆様に気に入って頂ける飲み易さ
です。

ドメーヌ・デュ・セミネール/コート・デュ・ローヌ　ルージュ

モンテリマールの南東50kmに位置する四世代続く家族経営のドメーヌで造られる3品種を
アッサンブラージュしたコスパの高い赤ワインです。濃いめの赤紫の色調から複雑味のある
ジャミーな香りを感じます。さらりとした液体は軽やかなタッチですが赤系果実がふんだん
に詰まったジューシーさで、しっかりとしたタンニンがアフターを引き締めてくれます。

マス・ド・ジャニーニ/ピナップ

南仏生まれのピノノワールをセクシーイメージのピンナップガールとかけてピナップと名付
けました。キャップシールのキュートなピンク色が印象的なコストパフォーマンス溢れる味
わいです。深いルビー色にイチゴやフランボワーズのチャーミングな香りが広がり、しばら
くすると煮詰めたジャムや白胡椒のスパイシーなニュアンスを感じ、少し高めの酸ですが果
実の旨味が綺麗に溶け込みます。

ドメーヌ・アザン/ピクプール・ド・ピネ

無農薬栽培で丁寧に育てたピクプール10％のワインです。ピクプール・ド・ピネというエリ
アは地中海からわずか8ｋｍで潮の香りをたっぷり含んだ憂い風が心地良く吹きつきます。ク
リアな麦わら色でレモンやグレープフルーツの爽やかな香りが拡がり、塩味を感じる豊かな
ミネラルと芳醇な果実味がボリューム感をもたらし、キレの良い酸が全体をまとめ、旬の魚
介類にもピッタリな味わいです。

ドメーヌ・アザン/AZAN　ルージュ

スクリューキャップがポイントのカジュアルなオーガニックワインです。エチケットのメッ
セージ「さあ！行こう！自然バンザイ！」のとおり、無農薬栽培で丁寧に育てた黒ブドウの
みを使用して醸造しています。地中海に降り注ぐ南の太陽を一杯浴びて生まれたワインは、
ガーネット色に輝き、豊かな黒果実の香りの中にカシス系のしっかりした凝縮感と渋味が強
すぎないやわらかな飲み心地です。

2018年　冬のリカーセレクション

No｡019　温かいお料理とのマリアージュを愉しむ
冬だからこそほっこり自然派赤・白ワイン6本セット

ナチュラルな旨みがたっぷりの赤や果実味に富んだ白など、寒くなっ
てきたこの時期に温かい料理と合わせたい自然派ワインをセレクトし
ました。寒くなってきたこの時期に温かい料理と合わせてご堪能くだ

さい。

商品名

ATURA　ブラン

キュヴェ名はナチュラルの真ん中をとって≪N”ATURA”L≫アトゥラです。ガスコーニュ
の土着品種を4種類ブレンドしました。フルーティーさを最大限に保つ為、低温発酵後ステン
レスタンクで熟成しています。透明感のある輝く薄黄色、白い花やパッションフルーツなど
のエキゾチックな香りと瑞々しい柑橘系の香りが華やかで、酸味が喉もとを心地良く過ぎる
清涼感のある味わいです。



 

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。

コンテス　マレ　ロックフォール　2015

リュルトンが監修を行い、なんとサンテミリオン第一特別級として高い人気を誇る。「ボル
ドー右岸の銘酒」「シャトー・ラ・ガフリエール」が醸造すると言う、「奇跡のコラボレー
ションワイン」です。シャトー・ラ・ガフリエールの畑の葡萄と、所有するカスティヨンなど
にある畑の葡萄をブレンドして造られます。ポテンシャルの高さを感じさせるクリーンながら
も芯のある果実味とまだ若いながらも、サンテミリオンらしい「柔らかさ」でスイスイと飲
め、さらに「強いミネラル感」を感じます。

シャトー　デ　グラヴェット　2005

グラーヴに位置するシャトー。カベルネソーヴィニョンを主体とした、タンニンと酸、果実味
のバランスの取れた赤ワイン。

シャトー　ぺイヨー　2015

フランス北部の農民であった、ドュセ家が所有する8.5haの土壌は　低い石垣に囲まれ、ブル
ゴーニュ地方のクロ　の造りに似ています。伝統的な醸造法で造られる、バランスよく果実味
が特徴的な赤ワイン。

シャトー　ラ　コティエール　2010

コート・ド・ブールの粘土石灰質土壌の畑、ジロンド川東岸でつくられる強靭な赤ワイン。熟
したプルーンやカシスをつぶしたジャムのようなアロマに、バニラのヒント。アタックはエレ
ガントでしなやかだが、しっかりしたバックボーンと果実味ときれいな酸、そしてシルキーな
タンニンが素晴しいバランスを見せる究極辛口赤ワイン。

シャトー　サン　イレール　2009

天才醸造家　エリック・ボワスノ氏が手掛ける、メドック・クリュ・ブルジョワのグレート
ヴィンテージ2009。色調の濃いルビーレッド、タンニンもしっかりとし、骨格のある赤ワイ
ン。

2018年　冬のリカーセレクション

No.020 各年の名作ワインに舌鼓
フランス・ボルドー地方 グッドビンテージ赤ワイン 6本セット

フランスワインの銘醸地ボルドー地方より、グッドビンテー ジとして
名高い2005、2009、2010、2015年のワインを セレクトしまし
た。生産地やビンテージそれぞれの味わ いの違いをお愉しみくださ
い。

商品名

シャトー　フォンカイユ　ベルヴュー　2010

粘土石灰質土壌。平均樹齢20年のメルローを主体に作られる、チョコレートのニュアンスと
スパイスのアロマを感じ、長い余韻の愉しめる赤ワイン。



 

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　ド　カマルサック　プレスティージ　２０１５

アントル・ドゥ・メールの中心部カマルサック村に位置するシャトー・ド・カマルサックは、
14世紀に建てられた700年の歴史あるシャトーです。最良区画のキュヴェ。スパイスやトー
スト香を感じる濃厚でエレガントな香り。タンニンはきめ細かく、ふくらみのある味わい。

シャトー　ラ　ディリジェンテ　2015

ピュイスガンの石灰岩のテロワールから作られるメルロー種を主体。丁寧に収穫されたぶどう
から作られ、１５カ月の樽熟成（30％新樽）の熟成の後瓶詰め。濃いめの色調と、シルキー
なタンニンと果実のボリュームを感じる。食事にも合わせやすいバランスの良い赤ワイン。

シャトー　ド　カマルサック　ヴィエイユ　ヴィーニュ　2015

平均樹齢25年の古樹を使用、カシスのアロマに杉のニュアンスが感じられます。ストラク
チャーや複雑さに加え、スムーズでまろやかな味わいが特徴的です。

シャトー　ロッシュ　ジョアナン　2015

19世紀の初頭よりサンテミリオンのデスパーニュ家が所有する粘土石灰質土壌より造られる
ブドウを使用。現在　ビオ転換中の注目シャトー。メルロー種主体。心地よいタンニンと果実
味を感じるグッドヴィンテージ2015.

シャトー　ラ　クロア　サンタンドレ　2015

注目産地、ラランド・ポムロールより。手摘みで丁寧に収穫されたブドウを使用し、新樽比率
25％にて12ヵ月熟成。きれいな色調のルビー・レッド。レッドカラントのニュアンスを感じ
シルキーでフレッシュな果実味を感じるバランスの良い赤ワイン。

2018年　冬のリカーセレクション

No.021「ワインエンスージアスト」90点以上！
「ベストバイ」グッドビンテージ2015 赤ワイン6本セット

米ワイン雑誌「ワインエンスージアスト」の「ベストバイ
TOP100」に選ばれ、90点以上の高評価を受けた赤ワイ ンをセット
にしました。良年の2015年の魅力を存分に感 じ、アメリカが認めた
味わいをお愉しみください。

商品名

シャトー　マゼリ　2015

創立1840年の歴史あるシャトー。ポムロール地区に近いカノン・フロンサック地区という隠
れた産地に位置する名家です。濃いルビーレッドの色調、しっかりとした骨格とシルキーなタ
ンニンを感じる赤ワイン。



 

国/地域 画像

フランス/シャ
ブリ

フランス/ブル
ゴーニュ

フランス/ラン
グドック

アメリカ/オレ
ゴン

チリ/クリコ・
ヴァレー他

ニュージーラ
ンド/マールボ
ロ

※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　冬のリカーセレクション

No.023　お鍋に合う世界のピノ・ノワール＆シャルドネ

冬の家族の集いに欠かせないお鍋。柔らかなタンニンを持つエレガン
トなピノ・ノワールとすっきり上品な酸味ですっきりとした味わいの

シャルドネはそれぞれかに鍋、鴨鍋とも相性抜群です。

商品名

＜ドメーヌ・ドルーアン・ヴォードン＞ シャブリ

生き生きとしたクリーンで上品な酸、バランスが良く、フィニッシュには心地よいミネラル
を感じます

＜メゾン・ジョゼフ・ドルーアン＞ ブルゴーニュ ピノ・ノワール

フレッシュな果実味、エレガントな酸味、やわらかなタンニンを持ち、ブルゴーニュの正統
なスタイルとしてお手本の1本です

＜ラ･クロワザード＞  レゼルヴ･ピノ･ノワール

フレッシュでフルーティな果実味、バイオレットや赤い果実、バニラのようなアロマが香り
ます

＜サマーハウス＞ マールボロ ピノ･ノワール

ほのかな甘いオークとスパイスの香りが特徴の豊な風味。柔らかい酸味から形成されるシル
キーで熟したタンニンがエレガントで魅惑的です

＜ドメーヌ・ドルーアン・オレゴン＞
 クラウドライン オレゴン ピノ･ノワール

ストロベリー、ラズベリーなどの赤いフレッシュなフルーツ、柔らかいタンニンとほどよい
酸が広がるすばらしい味わいです

＜ウンドラーガ＞ アリウェン レセルバ シャルドネ

濃厚でしっかりとした味わいとライムのような爽やかな酸味が広がります。バニラやココ
ナッツのニュアンスが後味に程よく残ります



国/地域 画像 国/地域 画像

スペイン/
カタルーニャ

チリ
ﾏｲﾎﾟヴァレー

イタリア/
ヴェネト

アルゼンチン
メンドーサ

フランス
ラングドック
ルーション

スペイン
カラタユド

フランス
ラングドック
ルーション

フランス
ロワール

イタリア
トスカーナ

スペイン
フミーリャ

※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。

〈コンデ・デ・カラル〉　ブリュット 〈ヴィニャ・カサブランカ〉セフィーロ　カベルネ・ソーヴィニヨン

淡い麦わら色のワインの中に、きらびやかな泡が立ち上がります。
心地よいアロマと共に、熟成感のある味わいをお愉しみ下さい。

非常に濃いルビー色。チェリー、カシスなどの完熟した赤系果実のアロマがあり、親しみやす
く絹のような舌触りと、熟成感のあるタンニンがあります。

2018年　冬のリカーセレクション

No.025　お鍋に合う繊細な味わいのワインが勢ぞろい
世界の銘醸ワイン赤・白・スパークリングワイン１０本セット

世界の名産地から冬のお鍋にぴったりの赤・白・スパークリングワインを揃えました。
造り手のこだわりが感じられる、バラエティ豊かなワインとお鍋のマリアージュをご堪能ください。

商品名 商品名

〈ボッテガ〉　アカデミア　ブルー 〈ボデガス・サンタアナ〉　サンタ・アナ　レゼルヴ　シャルドネ

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。

トロピカルフルーツとバニラ香による絶妙なバランス、エレガントで複雑さがある。後味には
豊かな質感とフレッシュ感、そしてさわやかな味わい。

〈ジャンプラ　セレクション〉サングラン　 〈ボテガス・サン・アレハンドロ〉バルタサール　グラシアン

プラムや黒ブドウを思わせるアロマ。キラキラした緋色のワイン。爽やかさがありながら、
ボリュームもあり、バランスが非常によいです。

やや緑がかった淡い黄色で、白い花やシトラス、桃など爽やかな香りが感じられます。アル
コールと酸のバランスがよく、エレガントでフレッシュな味わいです。

〈Ｍ.シャプティエ〉マリウス　ルージュ　 〈マルキ・ド・グーレーヌ〉トゥーレーヌ　ソーヴィニヨン

ガーネットのような赤色。力強く、複雑さとエレガントさを兼ね合わせています。シラーは
骨格のはっきりした味わいを与え、グルナッシュは自然な甘みをもたらせ、全体的なバララ
ンスを保たせています

緑がかった淡い黄色の外観。花やエキゾチックな果実、シトラスや野菜のフレッシュなアロマ
があります。新鮮でフルーティな味わいです。

〈レンツォ　マージ〉　キアンティ　

チェリーやスミレと言った赤い果実や赤い花のアロマ。ミディアムボディで瑞々しい果実
感。タンニンは滑らかでスムーズな飲み口。

〈ビネルヒア〉　カンポス・デ・リスカ

鮮やかなルビーレッド。熟した赤果実やコンポートの香りにスパイスやペッパーのニュアン
スも。味わいは滑らかでしっかりしたボディがあり、同時にミネラル、爽やかさもあり
バランスのとれたワインです。



国/地域 画像 国/地域 画像

フランス
スペイン/
カタルーニャ

フランス/
アルザス

ドイツ/
ナーエ

イタリア/
ヴェネト

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

※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。

＜マサック＞カバ・ビブラシオン・ブリュット

  

熟したフルーツとシトロン、青リンゴを思わせる爽やかな酸と安定して親しみやすい飲みや
すさが特徴のカバ。

＜コッリ・ヴィチェンティーニ＞プロセッコ・ヴィーノ・フリツァンテ

  

ライムや青リンゴを思わせる爽やかな香り。クリーミーィな泡立ちの癒し系フリツァンテ
（弱発泡酒）。

＜コッリ・ヴィチェンツィーニ＞プロセッコ・ロメオ

  

アカシヤの花や青リンゴ、レモンの爽やかな香り。ソフトで長く続く泡立ちが果実味をより
際立たせて飲みやすい。

＜コッリ・ヴィチェンティーニ＞キュヴェ・ディ・モンテッキ・スプマン
テ・エクストラ・ドライ・トッレ・ディ・ヴェスコーヴィ

  

ガルガネーガ主体のスプマンテ。とてもフルーティで洋梨やマスカットの香り、ミネラル感
もありアンティパストに最適。

＜シャルル・スパー＞コント・ド・リンケン・メトド・トラディショネル・
ブリュット

 

＜パウル・アンホイザー＞ナーエ・ゼクト・b.A.・リースリング
・トロッケン

 

フレッシュな風味と柑橘系のニュアンスを持ち複雑味が美しく調和。瓶内二次発酵で造られ
るミネラルと余韻がしっかりとしたヴァン・ムスー。

ドイツのリースリングらしいジューシーさとフレッシュさを持つ果実味があふれる瓶内二次発酵
で造られるゼクト。

2018年　冬のリカーセレクション

No.02６　フランス・イタリア・スペイン・ドイツの辛口に唸る
旧世界辛口スパークリングワイン8本セット

旧世界4ヶ国の白の辛口スパークリングワインを気軽に愉しめるセット。キリッと冷えた辛口のスパークリングはさまざまなシーンで活躍し
ます。飲みくらべて生産地の違いを愉しむのも一興です。

商品名 商品名

＜ギョーム・ドゥ・ヴェルジィ＞ヴァン・ムスー・ドゥ・カリテ・シャルド
ネ・ブリュット・“ル・バロン”

 

＜パルシェット＞カバ・ブリュット・キュベ21・ウィズ
・オーガニック・グレープス

 

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。

しっかりとしたミネラル、キレが良くシーフードはもちろん色々なジャンルの食事との相性が抜
群の、とても高品質なオーガニックカバ。



 

国/地域 画像

チリ／カサブ
ランカウ゛ァ
レ－

アルゼンチン
／メンド－サ

スペイン／リ
ベラ　デル
ドゥエロ

アメリカ／コ
ロンビア
ウ゛ァレ－

イタリア／ラ
ンゲ

※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－　サン　ミッシェル＞コロンビア　ウ゛ァレ－　シラ－

口当たりの優しく豊満なシラーの果実味を、補助品種のヴィオニエが色付けする。
専門家：プラチナ賞　愛好家：プラチナ賞

＜チェレット＞モンソルド　ランゲ　ロッソ

カベルネ ソーヴィニヨン、メルロ、シラー種のブレンドで造るスタイリッシュな赤ワイン。
専門家：プラチナ賞　愛好家：ゴールド賞

＜カテナ＞カテナ　シャルドネ

カテナ家所有の畑からブレンドすることで、ミネラルの素晴らしいバランスを供えている。
愛好家：プラチナ賞　専門家：シルバー賞

＜ボデガス　プロトス＞プロトス　ロブレ

フレッシュな果実味、甘いスパイス、トースト香になめらかなタンニンが感じらる。
専門家：ゴールド賞　愛好家：ゴールド賞

2018年　冬のリカーセレクション

No.027 日本の専門家・愛好家が選んだ最も美味しいワイン
日本で飲もう最高のワイン２０１８受賞赤・白ワイン5本セット

「日本で飲もう最高のワイン」は専門家と愛好家に審査を分けて、世
界中のワインからその年のベストを選ぶ品評会。味わい豊かな今年の

受賞ワイン5本をセットでご用意しました。

商品名

＜ラポスト－ル＞キュウ゛ェ　アレクサンドル　シャルドネ

冷涼なシャルドネの産地、カサブランカヴァレー。エレガントながら熟成にも向く。
専門家：プラチナ賞　愛好家：ゴールド賞



 

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

※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＞ペルナン・ヴェルジュレス　ルージュ　プルミエ・クリュ
アン・カラドゥ　クロ・ド・ラ・クロワ・ド・ピエール　ＤＨＬＪ

しなやかなタンニンを持ち、力強く骨格はしっかりとしていますが、とても繊細なワインで
す。余韻が長く楽しめます。

＜ルイ・ジャド＞ロゼ・ド・マルサネ　ドメーヌ・クレール・ダユ

フレッシュで果実味豊かないきいきとしたロゼワインですが、骨格もしっかりしており、ま
ろやかな味わいです。

＜ルイ・ジャド＞シャブリ　プルミエ・クリュ　フルショーム 

柑橘系のさわやかな果実の香りの中に、熟した果実の香りもあります。いきいきとした酸味
とともに、ふくよかな果実味がボリューム感を生み長い余韻へと続きます。

＜ルイ・ジャド＞ボーヌ　プルミエ・クリュ　クロ・デ・クシュロー　ド
メーヌ・デ・エリティエ・ルイ・ジャド

深みのあるルビー色と、しっかりと熟した果実の力強いアロマが得られます。タンニンの豊
かな、長期熟成が期待できるリッチなワインです。

2018年　冬のリカーセレクション

No.029　フランス・ブルゴーニュ地方の名門
〈ルイジャド〉プルミエ・クリュ赤・白・ロゼワイン5本セット

〈ルイ・ジャド〉は、約210haもの畑を所有するブルゴーニュの名
門ワイナリー。プルミエ・クリュ（1級畑）から採れたぶどうを使用
した赤・白ワインと、人気のロゼワインを集めた５本セットをお愉し

みください。

商品名

＜ルイ・ジャド＞　サヴィニー・レ・ボーヌ　ブラン　プルミエ・クリュ
クロ・デ・ゲット　ドメーヌ・ガジェ

淡い麦わら色の色調。リンゴや白い花を思わせる香りの中にかすかにスパイスが香ります。
程よい酸味と全体の風味とのバランスがよく取れています。



 

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

※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　冬のリカーセレクション

No.030 ピノ・ノワールの魅力を堪能する
有名銘柄が揃ったブルゴーニュ地方ピノノワール赤ワイン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｣｡華やかな果実のアロマと優雅な酸味が実に魅力的です｡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本セットです｡

商品名

<ドメーヌ・シャンソン>　ブルゴーニュ・ピノノワール

1750年に設立した「シャンソン」は、ボーヌでも1,2を争う歴史あるメゾン。シャンソンの
自社の１級畑のブドウも一部使用。スミレや甘草のアロマの中にスパイスのタッチ、凝縮感
がありバランスの良い赤ワイン。

＜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。

<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

<シャトー・ド・サントネイ>
ブルゴーニュ・ピノノワール ヴィエイユ・ヴィーユ

コート・シャロネーズのさまざまなクリマをアッサンブラージュして造られたブルゴー
ニュ・ルージュ。南東向きの斜面の区画を選び、陽当たり良好。小樽と大樽にて熟成。しっ
かりした果実味とストラクチャーをもつ赤ワインとなる。

<ドメーヌ・ダヴィド・デュバン>　ブルゴーニュ　ルージュ

パリの三ツ星レストランなどで取り扱われ、欧米、および、日本で高評価を獲得する天才的
造り手！濃縮した果実ナチュラルな果実、コクの上品な味わい。品良く、心地よい余韻。
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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。

<フェヴレイ> 　ブルゴーニュ・シャルドネ

透明感のある淡いイエロー。フレッシュなアタックから始まり、柑橘類、白い花、白桃、蜂
蜜、ほんのりヘーゼルナッツ。ピュアな酸味と果実味、そしてミネラルが口の中に広がり、
エレガントな余韻を残す。

<ドメーヌ・オリヴィエ・メールラン>
マコン・ラ・ロシュ・ヴィヌーズ・ブラン

化学肥料・除草剤を一切使用しない、今最も注目の自然派ドメーヌ。有名レストランでもオ
ンリストされる実力派！柔らかく爽やかで、広がりのある完熟した白い果実の香り。果実味
豊かでバランスの良いミネラルの中辛口。

＜ドミニク・ローラン＞　ブルゴーニュ・シャルドネ

マルサネとオート･コートからの収穫で出来たアイテム。葡萄はより凝縮しており、それが優
位な点をもたらしている。１/２は樽熟成でシュール･リー。１/２はステンレスタンクで
シュール･リー。円熟した果実味と樽の香味がバランス良く調和された､まろやかな辛口タイ
プの白ワインです｡

<ルイ・ジャド>　ブルゴーニュ　ブラン　クーヴァン・デ・ジャコバン

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。

2018年　冬のリカーセレクション

No.031　芳醇な味わいにシャルドネを味わう
大人気のブルゴーニュ地方シャルドネ白ワイン５本セット

軽やかな飲み心地で人気のブルゴーニュ地方のシャルドネを使用し
た、各インポーターのおすすめ5本をセレクトしました。果実味豊か
な味わいの中辛口からキリッと辛口まで、多様な魅力に迫ります｡

商品名

<ドメーヌ・シャンソン>　ブルゴーニュ・シャルドネ 

1750年に設立した「シャンソン」は、ボーヌでも1,2を争う歴史あるメゾン。白い果実と新
鮮な花の香り、バランス良く、ミネラル感もあり、フレッシュなワイン。



 

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。

2018年　冬のリカーセレクション

No.032 優良ビンテージ2010年と2015年
しっかりした味わいのグレートビンテージ

ボルドー赤ワイン6本セット

ボルドーの優良ヴィンテージと言われる2010年と2015年。
長期熟成することで美味しさが増していきますが、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6本を集めました。

商品名

シャトー・フォンカイユ・ベルヴュ―2010

凝縮した果実味と滑らかなタンニンを楽しめる一本。グレードヴィンテージらしい長い余韻
も特徴です。

シャトー・ロック・ド・セギュール2015

 ステンレスタンクで18ヶ月熟成させることで、複雑味と綺麗な飲み口が共存しているワイ
ンです。

シャトー・ジャンジェルヴェ2010

地元の人に愛されるグラーヴ地区のワイン。メルロを主体とした果実味の豊かさを楽しめま
す。

プルミエ・ド・シャトー・べレール・クベ2015

テロワールのポテンシャルを最大限に活かしたワイン。綺麗なガーネット色と上品な味わい
が特徴です。

シャトー・オーメイナール2010

熟した果物の印象を持つ華やかで滑らかなワイン。8年経過で複雑味も出始めているのが特徴
です。

シャトー・フォンテーヌ・ド・ロービエ2015

格付けクリュ・ブルジョワ級のシャトーランクラッサブルのセカンドワイン。しっかりと色
付き、豊かな味わいが広がる。



 

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　冬のリカーセレクション

No.033　エレガントなフルボディーを厳選
優しく綺麗なボルドー濃厚赤ワイン6本セット

ハートのラベルで人気のある名門格付けシャトーが造るサンテステ
フ・ド・カロン・セギュールを筆頭に、ボルドー地方のフルボディな

がらエレガントな特徴を持つ赤ワイン6本を厳選しました。

商品名

サンテステフ・ド・カロン・セギュール

ハートのラベルで人気高いシャトー・カロン・セギュールのサードワイン的存在。カロンセ
ギュールの優美な印象を残しつつ、親しみやすさを感じる一本です。

シャトー・フラン・マグニュス

フロンサックの雄シャトー・カルルマグニュスのアルノー・ルー・オリエ氏が造るミネラル
感と果実味に溢れるワイン。破砕をせずに醗酵させ、タンニンと果実の風味を引き出してい
ます。

シャトー・ローラン・ラ・ギャルド "トラディション"

ヴィニュロン、ブルーノ・マルタン氏が自然農法に適したブライの地で造る果実感とピュア
さの溢れる2/3バリック、1/3ステンレス熟成のコストパフォーマンス抜群なワインです。

シャトー・ドスモン

サンテステフ内陸部シサックにあるクリュ・アルティザン協会前会長フィリップ・トレソル
氏所有のシャトー。オーナー自ら畑を耕し醸造を行う職人(アルティザン)ワインです。

シャトー・カフォール

フランス革命時に結成されたジロンド党にゆかりのあるワイン。上品なフレグランスの様に
華やかで調和の取れた味わいが特徴です。

シャトー・トゥール・カロン

クレマンのラテイロン家が有機農法を実践する自社畑から生産される赤。ジューシーでスパ
イシーな果実感を強調したこのエリアらしい造りです。



 

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　冬のリカーセレクション

No.034　まろやかな味わいの今が飲みごろ
エレガントな味わいの熟成ボルドー赤ワイン5本セット

2003年から2008年までのボルドーの赤ワイン5本セット。果実味
を残しながらも角が取れはじめ、柔らかみのあるエレガントな味わい

が愉しめます。飲み頃の熟成ワインをご堪能ください。

商品名

シャトー・レ・グランド・バルサンヌ2007

熟成に伴いタンニンも非常にまろやかでキャンディのような優しい甘さを感じる味わいのワ
インです。

シャトー・サントリュス・ベルビュ2003

ブライのアルティザン、シャトー・ローラン・ラ・ギャルドのブルーノ・マルタン氏が所有
するもう一つのシャトー。メルロー種のきめ細やかさとエレガントな熟成感を帯びた一本で
す。

シャトー・バラバック2008

18世紀後半から続く歴史あるシャトーです。美しいフィネスと程よくボリューム感が感じら
れるワインです。

ムーラン・ド・サルプ2006

ポムロールの優良シャトーを所有するジョセフ・ジャヌエがオーナーのシャトー・オー・サ
ルプのセカンドワインです。

クロズリー・ド・マレスカス2008

2003年に格付けクリュ・ブルジョワ級に格上げされたシャトーマレスカスのセカンドワイ
ンです。クラシカルなボルドースタイルを感じさせながら、イキイキとしたアロマが特徴で
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。

ﾚｾﾞﾙｳﾞ･ﾄﾞ･ﾗ･ｺﾝﾃｽ ﾌﾞﾗｿﾞﾝ･ﾃﾞｨｯｻﾝ

スーパー2級の筆頭シャトー「ピション・ラランド」がつくるセカンド･ワイン。エレガント
でありながらしっかりしたボディを持ち合わせています。
メドック格付け：2級　シャトー・ピション・ロングヴィル・コンテス・ド・ラランド

メドックでも一際美しい第3級格付シャトー・ディッサンのセカンド。コクのあるしっかりした
果実とタンニンの味わいがバランス良くまとまったワインで、現地でも人気を高めています。
メドック格付け：3級　シャトー・ディッサン

2018年　冬のリカーセレクション

No.035　人気の〈レオヴィル・ラスカーズ〉のセカンドワインも含む
すべて格付けシャトーセカンドワイン贅沢8本セット

年末の贅沢な食卓にお勧めのすべてボルドー格付けシャトーセカンドワインの贅沢なセットです。レオヴィル・ラスカーズや人気のラグラン
ジュ、カロンセギュールのセカンドワインも入った贅沢なセットです。

商品名 商品名

ﾙ･ﾌﾟﾃｨ･ﾘｵﾝ･ﾃﾞｭ･ﾏﾙｷ･ﾄﾞ･ﾗｽ･ｶｰｽﾞ ﾙ･ﾙﾚ･ﾄﾞ･ﾃﾞｭﾙﾌｫｰﾙ･ｳﾞｨｳﾞｧﾝ

サン・ジュリアンの偉大なシャトー、レオヴィル・ラス・カーズのセカンド銘柄。その果実味
に富んだ豊かな味わいは多くのワインファンを魅了します。
メドック格付け：2級　シャトー・レオヴィル・ラス・カーズ

メドック2級格付ながら良心的な価格設定で人気のデュルフォール・ヴィヴァンのセカンドワイ
ン。エレガントな舌触りではじけるような果実味に溢れ、ミネラル感も感じられるワイン。
メドック格付け：2級　シャトー・デュルフォール・ヴィヴァン

ﾙ･ﾏﾙｷ･ﾄﾞ･ｶﾛﾝ･ｾｷﾞｭｰﾙ ﾚ･ｻﾞﾚ･ﾄﾞ･ｶﾝﾄﾒﾙﾙ

かつての所有者セギュール伯爵が最も愛したシャトーとして有名な、サン・テステフの銘醸、
シャトー・カロン・セギュールの造るセカンドラベル。
メドック格付け：3級　シャトー・カロン・セギュール

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。
メドック格付け：5級　シャトー・カントメルル

ﾚ･ﾌｨｴﾌ･ﾄﾞ･ﾗｸﾞﾗﾝｼﾞｭ ﾗ･ｸﾛｽﾞﾘｰ･ﾄﾞ･ｶﾏﾝｻｯｸ

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：3級　シャトー・ラグランジュ

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。
メドック格付け：5級　シャトー・カマンサック
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2018年　冬のリカーセレクション

No.036　星付きレストランの主流！
かのボルドーより歴史の古い銘醸地！ローヌワイン赤白５本セット

言わずと知れた人気銘醸地ボルドーより歴史が古く、実は星付きレストランの
主流と言われるローヌ地方の魅力が堪能できる5本セットです。フローラルで
果実味豊かな品種の個性や、造り手による味の違いをお愉しみください。

商品名

＜ドメーヌ・フランソワ・ヴィラール＞ラペル・デ・スレーヌ・
ヴァン・ド・ペイ　デ・コリンヌ・ローダニエンヌ

料理人、ソムリエを経験後、ワインの生産者になった異色、かつ、天才的才能を持つ芸術家
肌の醸造家。今や北ローヌを代表する生産者。芳醇な香りが広がり、心地よい。シルキーな
タンニン、旨味がとても凝縮した重口タイプ。肉料理との相性抜群です。

＜ドメーヌ・ジャン・ミシェル・ジュラン＞シラー・ラ・
シャンピーヌ　I.G.P.　コリンヌ・ローダニエンヌ

２００年以上前から、北ローヌの名醸地、コート・ロティでワイン造りをしている名門。
トップ・クラスの人気と品質を誇る生産者です。スミレやスパイスの香り。しなやかなタン
ニン、ほのかな甘さ、きれな酸味がバランス良い味わいです。

＜ドメーヌ・ド・マルクー＞レザン・ド・ルー・ヴァン・ド・フランス

南ローヌの銘醸地「シャトーヌフ・デュ・パプ」にある常に高得点獲得の有機栽培の姉妹生
産者。旨味の詰まった果実味、しなやかなミネラル感、上品なテーブルワイン。和食にも合
わせやすい味わいです。

＜レ・ヴァン・ド・ヴィエンヌ＞コート・デュ・ローヌ
・ブラン・レ・ローレル

1996年に3名の優秀で著名な醸造家（Ｆ．ヴィラール、Ｙ．キュイユロン、Ｐ．ガイヤー
ル）が設立。3名の能力を結集して造られる、フランスでも注目されている生産者。洋梨や白
い花のような甘く柔らかな香り。果実味豊かな味わいです。

＜ドメーヌ・ジャンヌ・ガイヤール＞マルサンヌ　I.G.P.
　デ・コリンヌ・ローダニエンヌ

北ローヌワインの先駆者＜Ｐ．ガイヤール＞の愛娘が手掛けた女性らしい柔らかなワイン。
黄桃やカリンなどを連想させる豊かなコク、ゆっくりと楽しめる１本です。
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2018年　冬のリカーセレクション

No.037　フランスワインの真髄を探索！優良ヴィンテージボルドーワインと
飲み頃ブルゴーニュとコート・デュ・ローヌのフランス3銘醸地赤ワイン6本セット

優良ヴィンテージ2000年、2005年、2009年ボルドー赤ワイン。2003年ブルゴー
ニュの飲み頃ワイン、そして2000年と２００５年コート・デュ・ローヌ熟成赤ワイン。
フランスワインの真髄を探索して頂ける魅惑の赤ワイン６本セットです。

商品名

シャトー・ポントワーズ・カバリュス オー・メドック　2000

2000年優良ヴィンテージの希少限定ワイン。熟成された芳醇な香り、柔らかなタンニンで
余韻の長いワインです。

シャトー・カロン  モンターニュ・サン・テミリオン　2005

2005年優良ヴィンテージの逸品ワイン。ビロードのようなタンニンが心地良いです。

シャトー・グラン・ラカズ　メドック　2009

2009年優良ヴィンテージのメドックワイン。バランスが良くしなやかんな果実感が楽しめ
ます。

コート・デュ・ローヌ　ルージュ　2005

2005年ヴィンテージの逸品ワイン。熟成香が口内に留まり、果実感のある赤ワインです。

ドメーヌ・モン・ローム ブルゴーニュ  ピノ・ノワール　2003

2003年ヴィンテージの掘出しピノ・ノワール。華やかで心地良い味わいが楽しめます。

ドメーヌ・ド・ラ・コンブ・デュ ラストー ルージュ　2000

2000年ヴィンテージの限定品ワイン。芳醇な香りと優しい果実感と滑らかなタンニンが口
内に広がります。
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＜ジョゼッタ・サッフィーリオ＞ バローロ ＜サパイオ＞ マニェーテ トスカーナ

ネッビオーロ100％
エレガントで凝縮味と複雑味のあるバローロ。

カベルネ・ソーヴィニヨン100％
スパイス、熟成したフルーツの香り。酸味とタンニンのバランスが心地良い。

2018年　冬のリカーセレクション

No.038 お肉と合わせたい“濃厚”イタリアワイン 赤ワイン10本セット

パーティ-の多くなるこの季節、お肉に負けないパワフル系濃厚赤ワインを取り揃えました。
バローロやキアンティ・リゼルヴァ、陰干しワインや南の果実味たっぷりワインも入ったお買い得な10本セット。

商品名 商品名

＜バルバネーラ＞ キアンティ・リゼルヴァ ＜マルヴィラ＞ ランゲ・ロッソ

サンジョヴェーゼ85％、メルロー10％、コロリーノ5％
完熟した赤い果実やスパイスの香り。味わいはふくよかで滑らか。

ネッビオーロ70％、バルベーラ30％
カシスやアメリカンチェリーの香り。甘みのある完熟した果実味。

＜バルバネーラ＞ アパッシメント プーリア・ロッソ ＜MGM＞ イティネラ プリマクラッセ プリミティーヴォ

プリミティーヴォ100％
陰干しブドウの特徴である、プラムのジャムやスパイスの香り。

プリミティーヴォ100％
完熟した赤い果実にバニラの風味、味わいには黒胡椒などのスパイスを感じる。

＜ヴィッラ・ジャーダ＞ ノーヴェ・ノーヴェ メルロー ＜テヌート・ディタリア＞ エロス カベルネソーヴィニヨン

メルロー100％
スミレ、ブラックベリーやラズベリー等の赤い果実の甘い香りを感じる。

カベルネ・ソーヴィニヨン100％
樽熟からくるバニラ香。フルボディであるが凝縮した果実味がベルベットのようなまろやかさ
に仕上がっている。

＜カイアッファ＞ プーリア ネグロアマーロ

ネグロアマーロ100％
タイム、ローズマリー等のハーブの香り。ボリューム感がありしっかりとした果実味。

＜セッテチェント＞ クアンノ カンパーニャ アリアニコ

アリアニコ100％
ほどよいタンニン。ほのかな甘草の風味が心地良い。



国/地域 画像 国/地域 画像

イタリア/
ピエモンテ

イタリア/
トスカーナ

イタリア/
フリウリ-ヴェネ
ツィア-ジュリア

イタリア/
マルケ

イタリア/
フリウリ-ヴェネ
ツィア-ジュリア
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イタリア/
ヴェネト
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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。

カスティーノ　ピエモンテ DOC バルベラ トラッチヤ・ディ・プレスーラ　キャンティ DOCG レネオ

プルノット、ブライダ、ミケーレ・キアルロ等のスーパースター生産者が綺羅星のごとくひ
しめくバルベラの聖地アリアーノで造るエレガントで香しいワイン。

フォントディ等有名ワイナリーも本拠を置く、「グレーヴェ・イン・キャンティ」で1986年設
立。鮮やかなルビーレッド。アイリスの香りのノートに赤い果実の香り。酒質は新鮮で生き生き
としておりバランスが良い。"Leneo" は酒の神の意。

2018年　冬のリカーセレクション

No.039　バラエティーに富むイタリアワインを堪能！
イタリアン・バラエティ 赤・白・スパークリング飲みくらべ12本セット

南北に長い半島と地中海に浮かぶ島々から成るイタリアで造られる、
幅広い味わいのワインから赤・白・スパークリングワイン12本を

厳選。バラエティに富むイタリアワインの飲みくらべをお愉しみください。

商品名 商品名

ヴァッレ　ラファエロ・ビアンコ オッフィーダ　ピチェーノ DOP 

イタリアルネッサンスの巨匠シリーズ、アリタリア航空の機内にも採用された人気のワイ
ン。イギリスでもベストセラー。緑がかった黄金色、パイナップルやマンゴーの香り、スペ
アミントやセージのヒント、南国果実の風味とエレガントなスパイシーさのあるワイン。

地元マルケ・ソムリエ協会が一押しするワイナリー。熟れた果実の香り、ベリー系の豊かな後
味。バランスがとれたタンニンの強さ。あらゆるシーンにふさわしいワイン。ステンレス熟成。
パスタやピザなどのシンプルな食事や肉料理によく合うワイン。

バルパネーラ　アルマ フェウディ・ディ・グアニャーノ　サレント IGT ロッソ

1997年設立の家族経営ワイナリー。世界遺産・古代ローマの遺跡がある町アクイレイアに
ある。野生のベリーの香り。樽の特徴的な香りがほどよく移行している。しっかりとしたつ
くり、長い余韻と心地よい味わい。

果実とアーモンドのほのかな苦みを含むまろやかでコクのある味わい。バリックで６ヶ月熟成。
樹齢２５−３０年棚仕立て、手摘み収穫。

ビアジオラ  マレンマ・トスカーナ  ”マタン” コントリ　コルテ・ビアンコ・シチリア

2003年設立の若いワイナリー。標高350m、海の影響を受ける斜面。軽石、灰を含む肥沃
な火山性土壌。緑を帯びた麦わら色。ジャスミンの花、ハーブ香。味わいはミネラル感があ
り、バランスよく濃くまろやか。ピンクグレープフルーツ、南国果実、蜂蜜などのニュアン
ス。

シチリアの固有品種グリッロ、グレカニコとシャルドネて造られたしっかりとした白ワイン。ド
イツで開催される国際ワインコンクールでベルリン・ワイン・トロフィーにて金賞を多数受賞。

ネグラール　パッサテンポ・ロッソ コントリ　エリート・キュヴェ・ブリュット

1933年設立。マアジ、ベルターニ、アッレグリーニ等に並ぶトップ・アマローネ生産者の
ひとつ。ヴァニラやチェリーの香り。まろやかなタンニンとスパイシーな味わい。長い余韻
を持つワイン。

スパークリングワインの本場ヴェネト最大級のワイナリーのひとつ。まろやかなでフレッシュな
味わい。心地良い余韻が続く。

ネグラール・ラウディ　ガルガネーガ/シャルドネ トンバッコ　スプマンテ イル・セルヴァティコ・ドルチェ

1933年設立。マアジ、ベルターニ、アッレグリーニ等に並ぶトップ・アマローネ生産者の
ひとつ。麦藁色、繊細な南国果実の香り。エレガンスとボディのバランスに優れたワイン。

やや緑がかった薄い麦藁色。あんずやピンクグレープフルーツなどの心地よく繊細な香り。新鮮
でなめらかな果実の酸味。バランスが良く、余韻が長い。

2013



国/地域 画像 国/地域 画像

イタリア/トレン
ティーノ・アル
ト・アディジェ

イタリア/
ロンバルディア

イタリア/ア
ブルッツォ

イタリア/
フリウリ・ヴェネ
ツィア・ジューリア

イタリア/
ピエモンテ

イタリア/
トスカーナ

イタリア/
ヴェネト

イタリア/
シチリア

イタリア/カ
ンパーニャ

イタリア/
プーリア

※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。

＜コルタッチャ＞スキアーヴァ・グリージア ＜カーサ・ジレッリ＞　カナレット　ピノノワール　パヴィア

小粒の赤い果実とかすかなハーブの香りにシルキーなタンニンが印象的でエレガント。 冷涼地区で造られたフレッシュなイチゴのようなニュアンスのある繊細な味わい。

2018年　冬のリカーセレクション

No.040 個性豊かなイタリアの赤　イタリア品種別飲み比べ　１０州１０品種　赤１０本セット

２０州全てでワイン造りが盛んなイタリアは土着品種の宝庫。赤ワインにスポットを当てて、土着品種から国際品種まで
代表的な１0州から代表的な１0品種をチョイスしたイタリアらしい多様性が楽しめるセットです。

商品名 商品名

＜オルトーナ＞ドンナ・ミーラ　モンテプルチアーノ・ダブルッツォ ＜アルトゥリス＞　レフォスコ

力強さ果実の風味、こなれたタンニン、厚みのある骨格のしっかりとした味わい。
ベリー系とほのかにスパイスのニュアンス。柔らかくドライで生き生きとしたタンニンが感じ
られる。

＜ラ・クエルチャ＞ピエモンテ・バルベーラ ＜ヴィア・カッシア＞キアンティ

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。 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＞メルロー ＜アンティカ・パナセア＞　ネロ・ダーヴォラ

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。 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。

＜オコネ＞　ヴィン・ジョコンド　アリアニコ

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。

＜サンヴィート＞ネグロアマーロ

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。



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。

【トリナルディ】コルテーゼ　ＤＯＣ 【カンティーナ・トッロ】トレッビアーノ　ダブルッツォ　ＤＯＣ　”ロッカ・ヴェントーザ”

澱に触れさせた状態でじっくりとタンク熟成し、豊かな香りとミネラル分を引き出している。
淡い麦わら色。リンゴ、白桃、初夏の花を感じさせるフルーティーでフローラルな香り。かす
かにヘーゼルナッツを思わせる香ばしい香り。フルーティーで調和のとれた味わい。コルテー
ゼ特有の心地よい苦み。魚介のパスタ、グリル、生ハムに。

グリーンの反射を持つ淡い麦わら色。エキゾチックフルーツ、かりん、白い花の溢れるような香
り、アーモンドのトーン。酸、ミネラルのバランスの絶妙な、デイリーワインに最適な1本。魚
料理、パスタ、白身の肉料理に

2018年　冬のリカーセレクション

No.０４１　イタリアの白を味わい尽くす！　イタリア品種 別飲みくらべ 10州10品種 白ワイン10本セット

イタリアの代表的な10州から、代表的な 10品種で造られた白ワインのバリエーショ ンを堪能いただける10本セット。食事と のマリアー
ジュにもぴったりの、ライトと ミディアムボディの辛口を取り揃えました。

商品名 商品名

【マスティア】ソアヴェ　ＤＯＣ
【カンティーナ・ディ・トゥーフォ】ファランギーナ　ＩＧＴ　ベネヴェン
ターノ　”コルテレジア”

輝きのある麦わら色。シトラス、リンゴ白い花の方向。かすかなアーモンドのニュアンス。フ
ルーティーでミネラル感の豊かな調和のとれた味わい。爽やかに苦み走ったフローラルなアフ
ターテイスト。魚介料理、鶏肉料理など。

淡い麦わら色。シトラス、トロピカルフルーツ、エニシダやジャスミン、ミントの芳香。非常に
ミネラリーで、爽やかだが、骨格を感じさせる味わい。豊かなミネラルは魚介はもちろん、肉を
使ったレシピにも合わせやすい。

【ヴァルヴィティス】フリウラーノ　ＤＯＣ　グラーヴェ　デル　フリウリ 【コントリ】グリッロ　テッレ　シチリアーナ　”テッレ　デル　イソラ”

グリーンの反射を持つ淡い麦わら色。シトラス、カモミール、野の花、干し草を思わせる優雅
で上品な香り。フローラルな香りが口中に広がるデリケートな味わいだが、しっかりとしたミ
ネラルも感じられる。鶏肉、ウサギなどの白身の肉料理、生ハムなどの前菜に。

黄金がかった濃い麦わら色。シトラス、エニシダの爽やかで華やかな香り。マジョラム、セージ
の爽やかなトーン。口当たりはボリューミーで、果実味、ミネラル共に豊か。品種独特のほんの
りビターなアフターテイスト。エビ、ロブスターなど甘みにある甲殻類を使った料理。フレッ
シュタイプのチーズに。

【カステッロ・ディ・グレヴェペーサ】ビアンコ　トスカーナ　ＩＧＴ　”ビ
アンコ　0”

【ザナタ】ヴェルメンティーノ　ディ　サルディーニャ　ＤＯＣ”アリノス”

輝きのある麦わら色。パイナップル、桃の豊かでフレッシュな香り。きりりとしたシトラスの
トーン。すっきりとした酸味のフルーティーな味わい。魚介のスープやアクアパッツァ。野菜
を使ったパスタ、チキン料理などに。

グリーンの反射を持つ淡い麦わら色。白い花、エキゾチックフルーツの豊かな香り。フルー
ティーでミネラリーな味わい。アーモンドのアフターテイスト。ウニやボッタルガを使ったパス
タ。魚のグリルなどに。

【ブッカ・フォスカ】ヴェルデッキオ　ディ　カステッリ　ディ　ヤッシ”ラッジ　ダ・ウヴァ”

強いグリーンの反射を持つ輝く麦わら色。シトラスのインパクト。新鮮な果物や白い花の香
り。爽やかな酸のフルーティーな味わいで独特のスイートアーモンドの余韻を感じる。魚介の
グリルに。

【チェルクエッタ】フラスカティ　ＤＯＣ”テッレ　ロマーナ”

淡い麦わら色。ゴールデン種のリンゴ、パイナップル、白桃を思わせる豊かなフルーツ香。サ
ンブーカの花の爽やかなトーン。辛口だが、フルーディで柔らかな口当たりと、豊かなミネラ
ル感が様々な料理の味を引き立てる。生ハム。野菜のグリルやフライ。ポルケッタやスペアリ
ブなどの豚肉料理にも。



 

国/地域 画像

イタリア/ヴェ
ネト州

イタリア/ヴェ
ネト州

イタリア/ヴェ
ネト州

※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。

”コスタセラ"アマローネ・デッラ・ヴァルポリチェッラ・
                                                クラシッコ・リゼルヴァ 2012

通常のコスタセラ・アマローネに、オゼレータを加えることで、濃い色とタンニンを引き出
しています。余韻が長く、チョコレートのようなほろ苦い後味が残ります。

”マッツァーノ"アマローネ・デッラ・ヴァルポリチェッラ・クラシッコ 2006

12世紀からの歴史を持つネグラールにあるマッツァーノの単一畑で収穫されたブドウからつ
くられた、威厳あるアマローネ。

2018年　冬のリカーセレクション

No.042　2018年ガンベロ・ロッソワイナリーオブザイヤー
〈マァジ〉のアマローネビンテージ赤ワイン3本セット

もっとも著名と言われているイタリアワインの評価本「ガンベロ・ロッソ ヴィーニ・ディタリア」に
おいて、2018年のワイナリーオブザイヤーを受賞した〈マァジ〉が世界に広めた赤ワイン、アマロー

ネの厳選3本セットです。

商品名

”コスタセラ"アマローネ・デッラ・ヴァルポリチェッラ・クラシッコ 2008

熟した果実の濃厚な香りと、しっかりとしたストラクチャーを持つコスタセラは、35年の長
期熟成が可能といわれています。



 

国/地域 画像

イタリア/ピエ
モンテ
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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　冬のリカーセレクション

No.043 産地の個性を味わう
イタリア北部・中部・南部飲みくらべ 濃厚赤ワイン5本セット

北部のピエモンテ州、中部のトスカーナ州、南部のカ ンパーニャ州から、それぞれの個性
を味わえる濃厚 な重口の赤ワイン5本をセレクトしました。イタリア の地に想いを馳せ

て、ご堪能ください。

商品名

【サン シルベストロ】バローロ パトレス

スラヴォニアオーク樽で約2年熟成。ガーネットの反射を持つルビー色。ブラックカラント、
ブルーベリー、マラスカの香り。スミレ、薔薇の華やかな香りと苔や大地を思わせる嫉妬氏と
爽やかなバルサミクなトーン。バランスのとれた優雅な味わい。肉の煮込み料理、グリル、長
熟タイプのチーズに。

【トーゾ】バルバレスコ マルネ フォルティ

オレンジの反射を持つガーネット色。完熟した苺、森の果物、スミレの包み込まれるような芳
香。骨格がしっかりとしているが、酸、タンニン共に非常に優雅。ヴェルヴェットの舌触り。
グリルやローストした肉。ウオッシュタイプ、長熟タイプのチーズに。

【セル ヤコボ】ブルネッロ ディ モンタルチーノ セルヤコポ

モンタルチーノ市内で栽培、樹上選果を施しながら手摘みで収穫されたサンジョヴェーゼを果
皮浸漬の状態でパンプオーバーを繰り返し丁寧に色素を引き出しながら赤ワイン発酵。
1100L容量の大樽、500Lのトノー、225Lのバリックの3種類を使って5年熟成させた堂々
とした味わいのブルネッロ。濃厚なルビー色。森の果物、スミレ、皮革、スパイスの香りと、
厚みのある味わい。ヴェルヴェットの舌触り。肉のグリルやジビエ料理に。

【カンティーナ エトルスカ】ボルゲリ ポッジョ アリ スカルツィ

ガーネット色の反射を持つ濃厚な深いルビー色。カシス、ラズベリー、プラムの甘くかぐわし
い香りと、ハーブ、ミネラル、スパイスの爽やかでスピーディーなノートの相まった複雑で深
い香り。バランスのとれた優雅な味わい。際立ったミネラル感。

【カンティーナ ディ トゥーフォ】タウラージ イッサーラ テッレ
 デル プリンチパト

限定されたクリュのアリアニコを、20日以上果皮接触させながらじっくりと発酵させ、深い
色合いと果実味を引き出す。18カ月バリックとトノーで熟成ののちさらに15カ月瓶熟。濃厚
なルビー色。チェリー、マラスカ、桑、スミレ、皮革、スパイスの複雑な深い香り。果実味、
タンニン共に非常に力強いフルボディだが調和のとれた味わいの偉大な南の赤。ブラックチェ
リー、リコリスのアフターテイスト。牛肉のロースト、ジビエ料理、長熟ハードタイプのチー
ズと。



 

国/地域 画像

イタリア/ロン
バルディア

イタリア/トス
カーナ

イタリア/マル
ケ

イタリア/プー
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。

2018年　冬のリカーセレクション

 No.044 イタリアNo.1ソムリエ厳選！
イタリア銘醸地の濃厚赤ワイン4本セット

肌寒くなるこの時期に飲みたくなる濃厚赤ワインをイタリアNo. 1ソムリエが
厳選しました。現地イタリアの星付きレストランや品評会でも高評価を得てい
るワインばかりです。濃厚ながらもエレガントなイタリアワインに酔いしれて

ください。

商品名

<リッキ> アルト・ミンチオ  “コルナリーノ” 

メルローの特徴である華やかさと柔らかさに、カベルネの力強さが加わり、エレガントなが
らもコクのある満足度の高い味わい。

<セッテ・チエリ> トスカーナ・ロッソ “ヤントラ”

カシスの香りにカカオなどのスパイス香。非常にバランスの良い仕上がり。年産本数は
15,000本と大変貴重なワイン。

 <ルーチェソーレ> 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。

〈タガロ〉プリミティーヴォ・ディ・マンドゥーリア
ピニャターロ　プリミティーヴォ

灼熱プーリアで熟成されたプリミティ―ヴォ。熟した黒系果実の香りに凝縮した深みのある
飲みごたえ。



 

国/地域 画像

イタリア/トス
カーナ

イタリア/ロン
バルディア

イタリア/ウン
ブリア

イタリア/アブ
ルッツォ

イタリア/プー
リア

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。

2018年　冬のリカーセレクション

No.045 「イタリアオトコ」林氏セレクト
冬に愉しむイタリア赤ワイン6本セット

イタリアは全州でワイン造りを行うワイン大国。寒い冬場にポカポカと身体を
温めてくれる、味わいがしっかりとした赤ワインを中心にセレクトしました。

北から南までそれぞれの地域性を堪能できます。

商品名

〈レ・フィリガーレ〉キアンティ・クラシコ DOCG

実家は宝石商を営む小規模な生産者。キアンティも様々ですが、こちらはビオロジックで造
られる重厚感ある味わい。ガッツリお肉にぴったり。

〈ポデーリ・ディ・サン・ピエトロ〉
ロッソ・ディ・ヴァルビッセーラ　サン・コロンバノ DOC

北イタリア・ロンバルディアンのクロアティーナ、バルベーラ、ウーヴァ・ラーラという土
着の3品種を木樽熟成。味噌鍋や煮込みによく合います。

〈アルジッラエ〉シヌオーソ　ウンブリア・ロッソ IGT

日本初登場。イタリアのヘソと言われる内陸のウンブリア州の生産者。果実味の詰まった
“山のワイン”です。山の幸、キノコとの相性は抜群。

〈テヌータ・デッラバーテ〉
テッレ・デル・パルコ　ネロ・ダーヴォラ IGT

シチリアのネロ・ダーヴォラは、太陽の恩恵を受けたスパイシーさと果実味が特徴的。地元
流に羊肉や豚肉のグリルに合わせると最高です。

〈チャボリック〉ディヴス　モンテプルチャーノ・ダブルッツォ DOC

160年以上の歴史を持つ老舗ワイナリー。収穫は全て手摘みで行われます。木樽で1年間熟
成させた、色濃い目、渋味しっかりのフルボディです。

〈アルベルト・ロンゴ〉
テッラ・ヴェッキア　ラミア　プリミティーヴォ IGT

プーリアの土着品種プリミティーヴォは南イタリアの代表的赤ワインの一つ。程よい渋味と
ベリーのコンポートのような果実味たっぷりの味わいです。



 

国/地域 画像

イタリア/トス
カーナ

イタリア/ピエ
モンテ

イタリア/ピエ
モンテ

イタリア/エミ
リアロマー
ニャ

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　冬のリカーセレクション

No.046　古閑氏が選ぶ珠玉の赤
イタリア「ファンタスティコ」赤ワイン5本セット

大量生産ではなく、主に家族経営の小さなワイナリーが醸す、珠玉の
赤ワインばかりを集めたワンランク上の5本セットです。ソムリエの

古閑氏のコメントとともにお愉しみください。

商品名

<ラ　フォルナーチェ>　ロッソ　ディ　モンタルチーノ

年間生産量6.000本と少なく、ブドウは手摘みで収穫し厳選したブドウのみを使用。しっか
りとした酸とタンニン、バランスの良さと長い余韻が特色。

<ジェネライ>　バルベーラダルバ　ラトゥール

家族経営の丁寧に造られたバルベーラ。2016年は果実味もしっかりとあり穏やかな酸とバ
ランスの良さが際立つワインです。

<リベット〉バルベーラダルバ　ジオナンド

バルベーラを大樽で14ケ月，バリックで4ケ月、そして瓶内で9ケ月熟成させた濃厚でしっ
かりとした果実味感じるワイン。

〈リナルディーニ〉ヴィーニャ　デル　ピッキォ

珍しいランブルスコのスティルワイン。樽で3年、瓶で2年の熟成を経て出荷される。最初の
アタックはほんのり甘さ感じ、その後から凝縮した果実味感じるワインです。

〈ミッツォン〉ヴァルポリチェッラ　クラシコ　スーペリオーレ

5ヘクタールしかない小さな生産者ですが、伝統的製法にこだわり造られたエレガントでバ
ランスの良さが表現されたワインです。



 

国/地域 画像

ドイツ/ファル
ツ

ドイツ/ファル
ツ

ドイツ/モーゼ
ル

ドイツ/ファル
ツ

ドイツ/ファル
ツ

※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　冬のリカーセレクション

No.047  楽しい集いにたっぷりサイズがうれしい!
ドイツ辛口リッターワイン赤・白5本セット

リッターのボトルに瓶詰めされるのは、地元でも大人気な醸造所の特におすす
めのワインのみ。店頭ではあまり見かけない、レストラン向けの高品質なワイ

ンをセレクトしました。

商品名

〈フリートリッヒ・ベッカー〉ベッカー　ジルヴァーナ　1000ml

地元専用で造っているリッターボトル。ステンレスタンクでの熟成。ジルヴァーナーでは珍
しい古木でとれたぶどうを使用、優しく落ち着いた味わいで、飲み飽きせずグイグイいける
辛口ワイン。【ジルヴァーナ100%/辛口・白】

〈クランツ〉クランツ　リースリング　ハルプトロッケン　1000ml

かすかに感じる甘みが心地よい、草原のそよ風のような爽やかな味わいのリッターサイズの
リースリング。【リースリング100%/やや辛口・白】

〈ザールシュタイン〉ザールシュタイン　リースリング　1000ml

モーゼル特有のシャープな酸が生きている、高品質な辛口リースリングのリッターボトルで
す。【リースリング100%/辛口・白】

〈クランツ〉クランツ　キュヴェ　ロート　1000ml

コクがありながら軽やかでフルーティな赤ワインです。地元で好評のリッターボトル。
【ドゥンケルフェルダー、ドルンフェルダー、ポルトギーザー/ミディアム・赤】

〈フリートリッヒ・ベッカー〉ベッカー　ポルトギーザー　1000ml

地元専用で造っているリッターボトル。伝統的な２４００Lの大樽での熟成。希少な古木のポ
ルトギーザーを使用、チャーミングな果実味で滋味のある味わい。【ポルトギーザ100%/ミ
ディアム・赤】



 

国/地域 画像

ドイツ/アール

ドイツ/アール

ドイツ/バーデン

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・ダウテル
銘柄：ヤコブD

権威誌アイヒェルマン満点5ッ星トップ評価、
無農薬栽培で地場品種の特性を最大に引出すべく国際品種を絶妙ブレンドし、ドイツ樽熟プレミアム
ブレンドを生んだ革新の生産者。この革命家の創始者ヤコブ氏への特別オマージュ銘柄は純度高く濃
密で洗練。日本唯一在住のマスターオブワインが驚いた程のプレミアムブレンドクオリティ。

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

世界No.1ピノを生む今注目の銘醸ドイツの筆頭、
ﾃﾞｷｬﾝﾀ世界No.1ピノのトップ生産者！
北緯50°超えの冷涼微少気候で無農薬栽培を貫き、
独自の繊細・透明ミネラリーさを放つ驚きのテロワールピノ！

醸造所：カイザーシュトゥールザルヴァイ
銘柄：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が生む、洗練ｴﾚｶﾞﾝﾄな独自のピノ！

2018年　冬のリカーセレクション

No.048 ドイツの星付きレストラン「アムツハウス」の提携サロンがセレクト
赤・白スパークリングワイン4本セット

ドイツの星付きレストラン「アムツハウス」は、地産地消にこだわる洗練された味わいとテロワールが感じられる
ワインのマリアージュが人気を博しています。20周年の今年、銀座の隠れ家ワインサロンG.G.と提携。レアな自然

派ドイツワインをご紹介します。

商品名

生産者：ヴァイングート・ゲブリューダー・ルートヴィヒ
銘柄：リースリング・ゼクト・ブリュット 2014

コール元ドイツ首相が愛した名ゼクト！
貴重なヴィンテージ入りスパークは約30ヶ月もの長期瓶内熟成、伝統(シャンパーニュ)方式。
無農薬・低収量で、モーゼル粘板岩の力強さ、優雅さを引出し、調和のとれた辛口を実現する、甘口
モーゼルの概念を覆す新世代筆頭生産者、銘醸畑テルニッヒャーリースリングならでは、目の覚める
様な芳しいブーケ！



国/地域 画像 国/地域 画像

スペイン/カバ
スペイン/カタ
ルーニャ

スペイン/カバ
スペイン/カタ
ルーニャ

スペイン/カタ
ルーニャ

スペイン/ナバラ

スペイン/カタ
ルーニャ

スペイン/カディ
ス

スペイン/ルエ
ダ

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。

＜ロケタ・オリヘン＞  ロス・コンデス・ティント

3か月の樽熟成。ベリー系果実の爽やかな香り甘草やペッパーのようなアロマも。

＜アルバレス・イ・ディエス＞  マンテル・ブランコ・ベルデホ

ベルデホを世に知らしめた老舗ワイナリーが作るベルデホのお手本

＜ロケタ・オリヘン＞  シネラ・ガルナッチャ・ブランカ ＜ウエルタ・デ・アルバラ＞　バルバスール・ティント

ボリュームがありばながら爽やかでフレッシュな味わいが特徴の珍しい白ワイン。 スペインで最も南部で作られる力強さと上品さを併せ持った希少な赤ワイン。

＜ロケタ・オリヘン＞  ロス・コンデス・ブランコ ＜ボデガス・オチョア＞　オチョア・クリアンサ

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！！！ 瑞々しい果実味と心地良いアロマ。繊細でありながら力強さを兼ね備える。

＜ロベジャ＞  ロベル・ブリュット・レセルバ ＜ロケタ・オリヘン＞  ロス・コンデス・クリアンサ

一番搾り果汁だけで作られる、滑らかで細やかな泡が心地よい飲み心地をもたらす、特別なカ
バ。

テンプラニーリョとカベルネソーヴィニョンとの調和が絶妙！！

2018年　冬のリカーセレクション

No.049 冬はお家でスペイン・バル気分を
人気レストラン「スペインクラブ」厳選赤・白・スパークリングワイン10本セット

太陽と地中海の恵みによって、美味しい食文化が沢山あるスペイン。人気レストラン「スペインクラブ」で提供されている、
冬の味覚にぴったりのバラエティに富んだ10本をセットにしました。

商品名 商品名

＜ソレール・ジョベ＞  モネガール・セルダ・ブリュット ＜ロケタ・オリヘン＞  シネラ・ガルナッチャ・ティンタ

柑橘系のアロマにキメの細かい泡と爽やかな果実味が溶け合う。 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。



国/地域 画像 国/地域 画像

スペイン／
ラマンチャ

スペイン／
ラマンチャ

スペイン／
カタルーニャ

スペイン／
カタルーニャ

スペイン／
トロ

スペイン／
トロ

スペイン／
ｳﾃｨｴﾙ･ﾚｹｰﾅ

スペイン／
ｳﾃｨｴﾙ･ﾚｹｰﾅ

スペイン／
ルエダ

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。

ラス・バンデラス・ブランコ ラス・バンデラス・ティント

淡いイエロー。グレープフルーツなど柑橘系、白い花の香り。フレッシュな酸と果実の甘み
にほろ苦い余韻が伴って口の中に広がっていく。

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。

2018年　冬のリカーセレクション

No.050　冬の夜にじっくり飲みたい　温もり感じるスペイン赤・白ワイン10本セット

冬の食材や煮込み料理などに合わせたい、温かみのある赤・白ワインをスペイン各地から集めました。
スパイスや豊かな果実味、心地良い酸を堪能できる10本セットです。

商品名 商品名

マス・オリベラス・ブランコ マス・オリベラス・ティント

アプリコットやグレープフルーツの香りの中にジャスミンのような小さい白い花の香りが感
じられるフレッシュでバランスのよい味わい。

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。

セルメーニョ・ブランコ セルメーニョ・ティント

パイナップルやパッションフルーツなどのトロピカルフルーツの香りにアップルや桃、白い
花の香りも感じられる。ほどよい酸味とほのかに感じるビターな味わいのバランスが非常に
よいフレッシュな白ワイン。アペリティフやタパスなどとお手軽に楽しめます。

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。

ラス・ドセス・ブランコ ラス・ドセス・ティント

白い花やトロピカルフルーツの香り豊か。リンゴやかんきつ類の風味と酸とのバランスがよ
くクリアでエレガント。

赤い果実やほのかなバルサミコ、樽熟によるトーストの香り。フレッシュで滑らかな口当たり
と程よい熟成感が心地よい。

ドゥカド・デ・アルタン マノン

白い花、柑橘系、ハーブなど香り豊か。フレッシュで凝縮感あり肉厚さも感じながらアフ
ターはベルデホ特有のわずかな苦みが清涼感を伴って心地よい。

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。



 

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　冬のリカーセレクション

No.051 米国の代表的な人気ワイナリーが集結
アメリカ・カリフォルニア満喫　赤・白ワイン5本セット

アメリカの西海岸は、複雑な地形と高感度のワイン愛好家が多い背景から、個性豊かなワインが造られています。
カリフォルニアの「ロマネ・コンティ」と 呼ばれるカレラをはじめ、世界を魅了する米国ワインを集めました。

商品名

クロ デュ ヴァル　ナパヴァレー　カベルネソーヴィニヨン　

カリフォルニアテイスティングでフランスに勝利し世界一のワイナリーに。18ヶ月熟成。果
実の凝縮感もありつつとてもバランスのよいカベルネ。様々なお料理とも相性抜群です。

カレラ　セントラルコースト　シャルドネ

画像添付
カリフォルニアの「ロマネ・コンティ」と 呼ばれる最上ワイン “カレラ”
フジリンゴや洋ナシ、そして生クリームのような風味が口いっぱいに広がります。甘いオークのニュ
アンスがとても柔らかく感じられ、丸みがあり、スムーズな口当たりのワインです。

カレラ　セントラルコースト　ピノノワール

カリフォルニアの「ロマネ・コンティ」と 呼ばれる最上ワイン “カレラ”
リッチでありながら、酸をしっかり感じられ、シルクのようなタンニンが最高です。

オーボン クリマ　シャルドネ　ツバキラベル　サンタ　バーバラ　カウンティ

ワイナリーオブザイヤーを過去2回獲得したオーボンクリマ。日本限定モデルで酸がとても
綺麗なシャルドネ。ナッツ、白桃等の香りが和食とも合います。

オーボン クリマ　ピノノワール　ツバキラベル サンタ　バーバラ　カウンティ

ワイナリーオブザイヤーを過去2回獲得したオーボンクリマ。日本限定モデルで熟したラズ
ベリーなどの香りと綺麗な酸が特徴的です。



国/地域 画像 国/地域 画像

ﾁﾘ/ｺﾙﾁｬｸﾞｱ･
ｳﾞｧﾚｰ

ﾁﾘ/ｱｺﾝｶｸﾞｱ･ｺｽﾀ

ﾁﾘ/ﾚｲﾀﾞ･ｳﾞｧﾚｰ
ﾁﾘ/ｺﾙﾁｬｸﾞｱ･ｳﾞｧ
ﾚｰ

ﾁﾘ/ｻﾊﾟﾔｰﾙ ﾁﾘ/ｾﾝﾄﾗﾙ･ｳﾞｧﾚｰ

ﾁﾘ/ｺﾙﾁｬｸﾞｱ･
ｳﾞｧﾚｰ

※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。

モンテス・アルファ・カベルネ・ソーヴィニヨン

熟したプラムやブラックベリー、カシスなどの赤系、黒系果実にイチジクのアロマ。ほのかに
ブラック・ペッパーやフレンチオーク樽由来のタバコやバタースコッチのニュアンス。口に含
むと芳醇な果実味と滑らかなタンニンとのバランスが良く、エレガントな酸味を備えた見事な
仕上がりは余韻まで心地よく続きます。

モンテス・スパークリング・エンジェル・ブリュット モンテス・クラシック・シリーズ・シャルドネ

白い花や洋ナシなどのフレッシュな香りに、クルミ、トースト、ブリオッシュなど、まるで
ヴィンテージシャンパーニュのような香ばしいニュアンスを伴った、贅沢で独特な風味が鼻腔
をくすぐります。力強いだけでなく、繊細でキレイな酸を残した複雑味のある味わいが長い余
韻へと続きます。

グレープフルーツやハーブなどのさわやかな香り。味わいはバニラやバターを思わせるクリー
ミーなニュアンスがあります。アルファ・シリーズのシャルドネに比べると、スッキリとしてお
り、余韻も長く、アフターには火打石などのミネラル香が感じられ、エレガントな印象です。

モンテス・リミテッド・セレクション・ソーヴィニヨン・ブラン モンテス・クラシック・シリーズ・カベルネ・ソーヴィニヨン

スイスイと愉しめる軽さが魅力の1本。しっかりとした酸とまとまった果実味があり、程よい
苦味が残る味わい

カシスやチョコレート、シガーの深い香りに、すっきりとしたハーブ、スパイスのニュアンスも
感じられます。いきいきとして濃い果実味に、バニラやキャラメルといったオーク樽の香ばしさ
が見事に調和しています。

2018年　冬のリカーセレクション

No.052 デイリーにもパーティにも大活躍！チリクオリティワイン〈モンテス〉バラエティ7本セット

日本での国別ワイン輸入1位で、世界的にも注目を集めるチリワイン。いち早くその魅力を伝え、チリプレミアムワイナリーとして知られる
〈モンテス〉社のセットです。世界的ワイン評価誌『ワインアドヴォケイト』誌も認めた味わいをご堪能ください。

商品名 商品名

モンテス・リミテッド・セレクション・
カベルネ・ソーヴィニヨン・カルメネール

モンテス・アルファ・シャルドネ

バタースコッチやスパイス、バルサミコや黒系果実のしっかりとしたアロマが印象的です。パ
ワフルで凝縮した味わいのワインですが、オーク樽由来のヴァニラのニュアンスによって、
複雑味とエレガントさが生まれています。

トロピカルフルーツやピーチ、バターのような豊かな香りが溢れます。ひと口飲むと、香りの要
素が何倍にも凝縮されたように口いっぱいに広がり、クリーミーでまろやかな質感が心地よく余
韻まで続いていきます。



 

国/地域 画像

オーストラリ
ア/南オースト
ラリア州

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/南オースト
ラリア州

オーストラリ
ア/南オースト
ラリア州

※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。

ドッグ・リッジ　プレミアム　シャーフロント　シラーズ

華やかなベリーの香りに豊潤な果実味と滑らかなタンニン。赤身のお肉の相性抜群。

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。

ドッグ・リッジ　ザ・パップ　シラーズ

上品なベリーとスパイスの香り。凝縮された果実味と豊かなタンニンの味わい。

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　カベルネ・ソーヴィニヨン

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。

2018年　冬のリカーセレクション

No.053  日本のコンクールでも認められた
オーストラリア濃厚赤ワイン6本セット

濃厚でパワフルなオーストラリアの赤ワイン6本セット。本年度SAKURAア
ワード最高位のダイヤモンド・トロフィー受賞のサイウッド・シラーズも含

む、納得の高品質のラインナップです。

商品名

サイドウッド　シラーズ

ベリー系の香りにバニラのニュアンス。黒系果実の豊かな果実味。リッチでシルキー。



国/地域 画像 国/地域 画像

フランス/
ラングドック

イタリア/
モリーゼ

フランス/
ボルドー

スペイン/カス
テーリャ・ラ・
マンチャ

フランス/
コルシカ

スペイン/カス
テーリャ・ラ・
マンチャ

フランス/
ラングドック

スペイン/カス
テーリャ・ラ・
マンチャ

イタリア/
トスカーナ

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。

＜ヴァルパンテーナ＞ペルゴリーノ・ロッソ

  

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。

＜アジェンダ・ウッジャーノ＞サンジョヴェーゼ・ディ・トスカーナ・トッ
レクエルチェ

  

フルーティかつ複雑に広がる香りとチェリーを思わせる味わい。滑らかな口当たりの中に酸
味がほど良く溶け込みトスカーナのサンジョヴェーゼらしさを感じさせる。

＜ヴァル・ドルビュー＞プレジール・エ・デクーヴェルト・カベルネ・ソー
ヴィニヨン

 

＜クリスト・デ・ラ・ベガ＞マルケス・デ・カスティーリャ・バリッカ

 

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。ブラックベ
リーのアロマとスパイシーさが有り、ステーキやバーベキューにオススメ。

アメリカンオークで3ヶ月熟成。フルーティな果実味とスパイス、革など様々な香り、樽から
くるタンニンが柔らかく分かりやすい味わい。

＜メゾン・フランソワ・ラベ＞ラベ・ピノ・ノワール・ヴァン・ドゥ・ペ
イ・ド・リル・ド・ボーテ

 

＜ミゲル・カラタユド＞ベガバル・プラタ・クリアンサ

 

クロヴージョ・シャトー・ド・ラトゥールのフランソワ・ラベが手がける珍しいコルシカ産
ピノ・ノワール。赤い果実、ベリーのニュアンスがとてもフルーティ。

8ヶ月の熟成後、6ヶ月の瓶熟成。ライトな飲み口だがバランスが良く、コストパフォーマンス
が高い。

＜ボルドー＞シャトー・ピュイ・ド・ギランド

 

＜ボデガス・ビリャビド＞ビリャビド・ボバル・エコロジコ

 
香り、果実味が豊かでスパイシーさも有り、まろやかな味わいの調和が取れた飲み飽きない
ボルドー。

40年以上の樹齢のオーガニックで造られた人気のボバル種を使用。熟した赤い果実やベリー、
プルーン、トースト香が心地良い。

2018年　冬のリカーセレクション

No.054  ワイン大国の泡が一堂に集結　旧世界赤ワイン満喫10本セット

ワイン大国であるフランス・イタリア・スペインを代表する人気のボルドー、トスカーナ等幅広い銘醸地からバランス良くさまざまな品種の
赤ワインを集めました。ヨーロッパの赤を識るにはもってこいの飲みくらべセットです。

商品名 商品名

＜プジョール・イザードゥ＞マルベック

 

＜サンツェノーネ＞モリーゼ・ロッソ

 
マルベック100％で造られるＩＧＰ。ブラックベリーやリコリス等のフレッシュで力強い香
り。柔らかく、フルーティな味わい。

華やかで熟した果実の香りが広がり、モンテプルチアーノの良さがとても素直に表現されてい
る。



国/地域 画像 国/地域 画像

フランス／
ヴァルドロ
ワール

ドイツ/
ラインガウ

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

ポルトガル/
ヴィーニョ・
ヴェルデ

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。

＜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。

＜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・ドルビュー＞プレジール・エ・デクーヴェルト・シャルドネ

 

＜ソラール・デ・セラーデ＞ヴィーニョ・ヴェルデ・アルヴァリーニョ＋ト
ラジャドゥーラ

 

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。

柑橘系果実と完熟果実のアロマが香る、エレガントな印象の1本。
 軽食や白身のお肉料理、魚介料理など幅広いお料理と好相性です。

＜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。

＜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。

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。

2018年　冬のリカーセレクション

No.055　キリッと辛口に好きにおすすめ　旧世界白ワイン満喫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・ドイツ・ポルトガルのさまざまな地域からバランス良く幅広い
味わいと香りを愉しめる辛口の白ワインを集めました。

商品名 商品名

＜アルベール・パッカロー＞ミュスカデ・ドゥ・セーヴル・エ・メーヌ・
シュール・リー

 

＜ハインリッヒ・ネーグラー＞ラインガウ・リースリング・クラシック

 
ロワールを代表する辛口白ワイン。魚介との相性は抜群。フレッシュな青リンゴを思わせる
爽やかな辛口。

リューデスハイマー屈指の優良醸造所。華やかでフルーティな香りが広がり、品の良い酸と爽
やかな味わいで色々な食事に合わせたい辛口リースリング。



 

国/地域 画像

フランス/コー
トデュローヌ

フランス/ボル
ドー

イタリア/トス
カーナ

スペイン/フ
ミーリャ

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。

<フアン・ヒル>　シルバー・ラベル

樹齢40年以上の古樹のブドウを使用。ベルベットのように艶やかなタンニンは甘く、熟した
果実は非常にジューシー。

<マイケル・デイヴィッド>
セブン・デッドリー・ジンズ　オールド・ヴァイン　ジンファンデル

タルト・チェリー、ラスベリーやキャラメルの複雑なアロマが、チョコレートケーキやオー
クから来るバニラ、スパイス、豊かに感じるスモークした木のようなフレーヴァーを包み込
んでいる。

<シャトー・デギュイユ>　セニョール・デギュイユ

「常に飲みごろ」をコンセプトに造られるセカンドワイン。フレッシュなブラックチェリー
やブルーベリーのアロマ。ジューシーな甘く優しい果実味としなやかなタンニンが感じら
れ、心地よいフレッシュさも楽しめる。

<レッチャイア>　カベルネ・ソーヴィニヨン

赤や黒の様々な完熟果実溢れる大らかな香り。濃厚な果実に熟したタンニンが滑らかに溶け
込んだリッチなカベルネ・ソーヴィニヨン。

2018年　冬のリカーセレクション

No.056　品種の個性にじっくり浸る
濃厚フルボディ赤ワイン5本セット

肌寒い季節にじっくりと愉しみたい濃厚で重めの赤ワインをヨーロッ
パ3ヵ国とアメリカから集めました。バラエティに富んだラインナッ

プで品種の個性を本格的にご堪能ください。

商品名

<ドメーヌ　ド　ラ　バスティード>
コート・デュ・ローヌ・ヴィラージュ　ヴィザン・グロワール・ド・モン・
ペール

ブラックベリーや砕いたストロベリー、ロースティーなニュアンスやバニラなどのノートの
あるリッチでパワフルなノーズ。



 

国/地域 画像

フランス/ブル
ゴーニュ

スペイン/カリ
ニェナ

アメリカ/カリ
フォルニア

フランス/ブル
ゴーニュ

イタリア/アル
トアディジェ

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　冬のリカーセレクション

No.057　赤・白の人気品種を贅沢に堪能
シャルドネ＆ピノ・ノワール　赤・白ワイン飲みくらべ6本セット

世界中で人気の白ワイン品種シャルドネと、上品で繊細な口当たりでファンを
集める赤ワイン品種ピノ・ノワールの個性の違いを愉しめる6本セット。世界
の銘醸地が誇る人気品種の味わいを飲みくらべてみてはいかがでしょうか。

商品名

<フランソワ・ダレン>　ブルゴーニュ・ブラン

フレッシュで若々しい洋梨や柑橘系フルーツを頬張った時の様な、溢れ出す芳香と果実味が
魅力的である。とてもナチュラルで軽やかな、柔らかい味わい。充分なボリュームと満足感
を感じる。

<グランデス・ビノス・イ・ビニェドス>　アナヨン シャルドネ

厳選された区画から造られる特別キュヴェ。黄桃やパッションフルーツの熟した果実にナッ
ツやクリームのニュアンス。クリーンなアタックに続くパワフルな完熟果実。トースティな
オークが香るふくよかな味わいは、ボリュームあるシャルドネに求めるエッセンスを全て備
えている。

<マイケル・デイヴィッド>　シャルドネ

フレンチオークでの熟成とマロラクティック発酵を一部行ったことによって、フレッシュで
ピュアなシャルドネの果実味を持つ完璧なバランスのワインとなっている。クリスピーな青
リンゴ、軽やかな柑橘類、そしてスパイシーな桃のアロマを伴ったワイン 。

<フランツ・ケラー>　シュペートブルグンダー　フォン・レス　

ドイツ・バーデンならではのよく熟した果実のボリュームと、ブルゴーニュような繊細さが
見事に共存。ストロベリー、チェリーのフレッシュな赤系果実の香りに、軽いオークのニュ
アンス。

<フランソワ・ダレン>　ブルゴーニュ・ルージュ

柔らかでジューシーな果実味と、エレガントでハリのある酸とのバランスが良く、美しく調
和している。全ての要素がきれいに溶け込み、優しく自然である。ピノ･ノワールの魅力が
しっかりと表現されており、全てのブルゴーニュ・ルージュのお手本となるような１本。

<トラミン>　ピノ・ネロ

イタリア最高のピノ・ネロを生むと言われているエーニャとモンターニャ産のピノ・ネロ
100％。透明感のあるブラックローズの赤。ブルゴーニュとの接点も見受けられるが複雑さ
というより、ミネラルや旨みがじわじわと広がる印象。前菜からメインまで幅広く楽しめ
る。



 

国/地域 画像

山梨

山梨

島根

山形

京都

宮崎

※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　冬のリカーセレクション

No.058　地域と造り手の違いを愉しむ
「甲州」飲みくらべ白ワイン6本セット

日本固有のワイン用ぶどう品種として、世界から注目を集めている「甲州」を
使用したワインを日本各地からセレクトしました。同じ品種ながら、育った県

境により異なる味わいを愉しんでいただけます。

商品名

〈三越伊勢丹×シャトー勝沼〉黄金の丘　　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。

〈グレイスワイン〉グレイス茅ヶ岳

色調は透き通った輝きのある少しグリーンのトーンのある淡いレモンイエロー。香りのボ
リュームは中程度。レモン、グレープフルーツの柑橘系果実のイメージ、白い石のミネラル
感、少し、紅茶の葉のようなイメージも混在する。アタックは力強く、口中を締め付けるよ
うな引き締まった酸味と柑橘系果実の皮のような苦みとアフターに旨みともいえる塩味が好
印象のワイン

〈島根ワイナリー〉　島根わいん　清酒酵母仕込　甲州

島根県内で栽培されたブドウ「甲州」を使い、ワイン酵母ではなく、清酒酵母でじっくり低
温発酵させました。やさしい香り、柔らかな味わいの和の白ワイン。和食にもよく合いま
す。

〈都農ワイン〉プライベートリザーヴ　甲州

宮崎の気候風土で育まれた甲州は、都農の個性を醸しだしています。
 甘くフルーティーな香りと心地よい酸味、甲州の持つ「和」テイストをお楽しみください

〈月山ワイン〉　月山　ソレイユルバン　甲州　シュールリー

鶴岡市・櫛引地区で栽培される甲州ぶどうを100%使用。柑橘系のやわらかい香りと切れの
良い酸味のバランスの取れた辛口白ワイン。

〈丹波ワイン〉未濾過　甲州

最終濾過も加熱処理もせず生詰めでボトリングし、ぶどう本来の果実感やふくよかさを持た
せています。酸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。はも
のエスカベッシュやスズキのマリネ、茄子の揚げ浸しなどと良くあいます。



 

国/地域 画像

山梨

山梨

大分

山形

京都

宮崎

※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　冬のリカーセレクション

No.059 地域と造り手の違いを愉しむ
「マスカットベーリーA」飲みくらべ赤ワイン6本セット

日本固有のワイン用ぶどう品種の「マスカットベーリーA」。フレッシュで上
品な酸とナチュラルな果実味でバランスのとれた味わいが口の中に広がりま

す。日本全国の繊細な口当たりを存分にお愉しみください。

商品名

〈 三越伊勢丹×シャトー勝沼〉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。

〈マルサン葡萄酒〉ベリーA百

勝沼産のマスカットベリーＡを１００％使用。品種が持つベリーの香りを素直に表現したワ
イン。

〈安心院ワイン〉　樽熟成　マスカットベリーＡ

厳選したマスカットベーリーAを除梗破砕し果汁を引き抜き（セニエ）、果皮の比率を上げ
て発酵を行いました。その後樽で貯蔵を行いました。
イチゴ、ハーブやスパイス、ほんのりと樽由来のバニラ香があり穏やかな渋みで豊かな味わ
いが特徴的です。

〈都農ワイン〉マスカット・ベリーA エステート 2017

完熟ブドウの魅力が奏でる味わい深いワイン 。華やかな香りと上品な酸味とタンニンのバラ
ンスが絶妙 自社農園で栽培したマスカット・ベリーAの中から、完熟したぶどうのみ使用し
て作ったワインです。ラズベリーのようなフルーティーな香りと、心地よいタンニンが特徴
です。凝縮したマスカット・ベリーAの果実味をお楽しみください。

〈高畠ワイン〉　ラスティックマスカットベーリーＡ

ラスティック（Rustiquε）とは、フランス語で「田舎の」「素朴な」「飾り気のない」な
どを意味します。 近年OIV（国際ブドウ・ワイン機構）で品種登録された日本国有のマス
カットベーリーＡ種のみを原料に使用し、 山形県が育んだ地域特性豊かな原料を世界基準の
醸造方法でバランスの良いワインに仕上げました。 赤い果実を思わす薫りや柔らかなタンニ
ンと併せて、日本由来の葡萄品種が醸しだす素朴な味わいをご堪能いただけます。

〈丹波ワイン〉　にごりマスカットベーリーA

通常ワインは濾過をし、酵母やオリなどを取りのぞきます。しかし、このにごりはあえて濾
過をせず、そのままビン詰めしています。マスカットベーリーA本来の持つフルーティーな
香り、果実味や酸味の余韻が感じられ、凝縮感のあるワインです。冷やしてからよく振って
お飲み下さい。



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。

シャトーデュマセノ2014 シャトーラパズ2016

美しく暗いガーネット色、赤い果実の香り 美しく輝くチェリー色、ブルーベリーや花を想わせる香り

2018年　冬のリカーセレクション

No.060 これさえあれば間違いない！ 金賞受賞ボルドー赤ワイン12本セット

パリ農産物コンクールなどの代表的なコンクールの受賞ワインをはじめ、2014年から2016年のビンテージを一堂に集めた贅沢
な12本セット。リカーセレクションで毎号大人気のラインナップです。

商品名 商品名

シャトーバラード2015 シャトーデオーペリション2016

深く豊かな濃い赤、黒果実の熟した香り すみれ色の輝きを持つ綺麗なルビー色、熟したフルーツと繊細なトーストした香り

シャトーソルジュ2016 シャトーレサブロネ2016

美しい紫がかった綺麗なガーネット色、黒果実とトーストした香り すみれ色に輝く綺麗なルビー色、熟した黒果実と繊細なトーストした香り

シャトーベルナション2016 シャトージャカール2017

チェリーのような美しい赤、樽と薔薇の香り 美しいチェリー色、赤いベリー種のブーケの香り

シャトーグランプランテ2016 シャトーボルヌブリアン2017

ラズベリー色の輝きを持つ光沢のあるルビー色、カシスのような酸味のある赤果実とすみれ
の花の香り

美しい濃い赤、樽のニュアンスと赤果実の緻密に調和した香り

シャトーラリビエール2016 シャトーレグランサラザン2017

輝きのある綺麗なルビー色、ブラックベリーのアロマと繊細なトーストした香り 美しい赤紫色、繊細で赤いベリー系の果実の香り



 

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・カンポ・ラフォン

輝きのあるルビー色。ローストしたような赤い果実の複雑なアロマ。軽やかなタンニンとな
めらかな味わい。後味はフレッシュで香りが豊かに広がります。

シャオー・オート・ブランド

非常に深い紫色の色調。力強くエレガントな香り。赤系果実や、カシス、チェリーを想わせ
ます。余韻も長くボリュームのあるワインです。

ラ・ロージュ

輝きのあるプラム色。新鮮な赤い果実の上品な香り。果実と樫の木の複雑なアロマを感じら
れ、しなやかでなめらかな口あたりが特徴のワインです。

シャトー・トゥティジャック

輝きのある落ち着いたルビー色。ヘーゼルナッツを含んだプルーンやブルーベリーの豊かな
香り。バランスのとれたタンニンと少し熟成した赤いベリーの味わいが特徴的です。

シャトー・ド・アルト

輝きのあるガーネット色。赤い果実とスパイシーな豊かな香り。柔らかなタンニンとなめら
かでエレガントな味わいが特徴的です。

2018年　冬のリカーセレクション

No.062　グッドビンテージに限定した受賞ワイン
良年２０１６年ボルドー金賞受賞赤ワイン６本セット

世界的に権威あるコンクールを勝ち抜き、見事金賞を受賞したボ
ルドーワインの中でも良年ビンテージ2016年に限定しました。凝
縮した味わい、みずみずしい果実味と豊かなタンニンが味わえます。

商品名

シャトー・ベロルム・マルティアル

輝きのある濃いルビー色。花や果実の豊かな香り。程よいタンニンが軽快で心地よい飲みご
たえのワインです。



国/地域 画像 国/地域 画像

フランス/
ボルドー

イタリア/
プーリア

フランス/
ボルドー

スペイン/
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フランス/
ラングドック

オーストラリア/
南オーストラリア

イタリア/
エミリア・ロマー
ニャ

チリ/ぺウモ

イタリア/
トスカーナ

アルゼンチン/
メンドーサ

※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・ブリオ コントリ　アパッシメント・ネグロアマーロ

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。

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

2018年　冬のリカーセレクション

No.063　濃厚で深みのある味わいを　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本格的に飲みくらべいただける充実のセットです。
旨み溢れる濃厚な口当たりに酔いしれてみてはいかがでしょうか。

商品名 商品名

シャトー・フォンガバン　カスティヨン     ムレダ  オーガニック・カベルネ・ソービニヨン

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。

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・ド・ヴァルコンブ・トラディション アンゴーヴ チョークヒルブルー・シラーズ/カベルネ

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。

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。

コンテ・ディ・カンピアーノ　サンジョヴェーゼ・ルビコーネ ラ・パルマ　レゼルバ・カベルネ・ソービニヨン

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。

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。

ビアジオラ  マレンマ・トスカーナ  ”テサン” ヴィニテラ テラ マルベック 

2003年設立の若いワイナリー。所在地のソヴァナはマレンマ地区の内陸部、標高300-
400mの火山性土壌特有のミネラル感のある味わい。果実味と複雑感が特徴で、潮風の影響
を感じさせる爽やかなワインとなっています。

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。



 

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　冬のリカーセレクション

No.064　ブルゴーニュ好きには堪らない！
有名生産者を含むピノ・ノワール赤ワイン6本セット

ブルゴーニュ好きに贈る、プチ贅沢なピノ・ノワールの6本セット。
少し格上のぶどうを使用したワインもあり、デイリーワインを超える

品質で満足いただけること間違いなし。

商品名

＜ブシャ－ル　ペ－ル　エ　フィス＞
ブルゴ－ニュ　レ　コト－　デモワンヌ　ル－ジュ

ブシャールのACブルゴーニュの上級キュベ。良ヴィンテージに生産されます。

＜ドメ－ヌ　フランソワ　ラキエ＞
ブルゴ－ニュ　ル－ジュ

メルキュレのすぐ近くの畑から造られる。特有のミネラル感あり。

＜ドメ－ヌ　ルネ　ブ－ウ゛ィエ＞
ブルゴ－ニュ　ル－ジュ　モントル　キュ

ディジョン市内にある畑で樹齢50年以上の区画から造られる。

＜ドメ－ヌ　フィリップ　シャルロパン　パリゾ＞
ブルゴ－ニュ　ル－ジュ　キュウ゛ェ　プレスティ－ジュ

豊かな果実味と程よい樽香が楽しめ、華やかなスタイルを満喫することができる。

＜アンリ　ボワイヨ＞
ブルゴ－ニュ　ル－ジュ

コート ド ボーヌの村名を名乗れるクラスのものを格下げした葡萄から造られる。

＜ドメ－ヌ　フランソワ　ミクルスキ＞
ブルゴ－ニュ　ル－ジュ

コート・ド・ボーヌの赤らしい、素朴な大地の香りと赤い果実の美しいアロマ。



 

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　冬のリカーセレクション

No.065　銘醸地の味わいを生産者別で飲みくらべ
ブルゴーニュ・ブラン　白ワイン6本セット

ブルゴーニュのシャルドネから造られるワインは、軽やかな飲み心地
と口に含んだ時に広がる果実味が魅力。和食材との相性も良い、造り

手の個性が光る6本をセットにしました。

商品名

＜ドメ－ヌ　ベルサン＞
ブルゴ－ニュ　コ－ト　ド－セ－ル　シャルドネ

サン・ブリに本拠地を持つベルサンのワインは豊かな果実味とアロマが特徴。

＜ドメ－ヌ　ミシェル　ノエラ＞
ブルゴ－ニュ　ブラン　シャルドネ

自社畑のブドウのみを使用し、芳ばしく豊かでグラ(もっちり感)に富んだ味わい。

＜ドメ－ヌ　ジャン　シャルトロン＞
ブルゴ－ニュ　オ－ト　コ－ト　ド　ボ－ヌ　ブラン　アン　ボワ　ギユマ
ン

ピュアでエレガントな果実味と丸みがありミネラル分豊かな味わいが特徴。

＜ドメ－ヌ　フランソワ　ミクルスキ＞
ブルゴ－ニュ　ブラン　シャルドネ

村名のムルソー格付クラスのぶどうも投入されており、熟した果実の凝縮味を感じる。

＜シャト－　ド　ラ　マルトロワ＞ブルゴ－ニュ　ブラン

このクラスとしてはワンランク上の複雑味、厚味をもったリッチなワイン。

＜アンリ　ボワイヨ＞ブルゴ－ニュ　ブラン　シャルドネ

葡萄の半分はサン ロマンやペルナンなど村名クラスのものを格下げして投入。



 

国/地域 画像

フランス/ロ
ワール

フランス/ブル
ゴーニュ

フランス/シャ
ンパーニュ

フランス/ロー
ヌ

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　冬のリカーセレクション

No.066　マスター・オブ・ワインおすすめ
シャブリ・プルミエクリュを含む　赤・白・シャンパーニュ5本セット

英国で300年以上続くワイン商〈BB&R（ベリーブラザーズ&ラッ
ド）〉の、マスター・オブ・ワインが率いるバイヤー陣が、この冬に
飲みたいフランスワインを厳選しました。プロが認めた選りすぐりの

味わいをご堪能ください。

商品名

サンセール・レ・ブコー/クロード・リフォー

白桃や柑橘系のアロマ。ミネラル感に富み、香りも味わいも力強さのある白。

シャブリ ヴォークパン プルミエクリュ/ヴァンサン・モット

凝縮された果実感の奥にミネラルが感じらる丸みのあるシャブリ。

シャンパーニュ　ラリエＲ０１２/ ラリエ

柑橘類や桃のアロマ、白い花のニュアンスも感じられる丸みのある味わい。

シャトーヌフ-デュ-パプ・ルージュ/シャトー・ラ・ネルト

黒果実と甘いスパイスの香りにあふれたリッチで複雑な味わい。

ジュヴレ-シャンベルタン/バンジャマン・ルルー

美しい酸とタンニン。ストラクチャーのしっかりとした引き締まった味わい。



 

国/地域 画像

スペイン/カリ
ニェナ

スペイン/カリ
ニェナ

イタリア/ヴェ
ネト

フランス/ラン
グドック

フランス/ラン
グドック

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　冬のリカーセレクション

No.067  老舗ワイン商の安心のセレクト〈BB&R〉のデイリーワイン
真骨頂 赤・白・スパークリング6本セット

英国王室御用達を賜る〈BB&R〉のオリジナルシリーズ〈マーチャン
ツ・レンジ〉を含む、厳選セットが登場。マスター・オブ・ワインが

監修したデイリーワインをご堪能ください。

商品名

〈マーチャンツ・ホワイト〉 ボデガス・パニサ

アロマティックで旨みがあり、ミネラルに富んだクリーミーな味わい。

〈マーチャンツ・レッド〉ボデガス・パニサ

ジューシーな果実味と滑らかながら程よく残る渋みの心地良い赤。

〈マーチャンツ・プロセッコ〉マッソティーナ

生き生きとした酸が爽やか。青リンゴや小さな白い花の香り。

〈ベリーズ・リザーヴ・ホワイト〉コロヴレイ＆テリエ

わずかにハーブが香り、リンゴやシトラスの爽やかなアロマが楽しめます。

〈ベリーズ・クレマン・ドゥ・リムー〉アンテッシュ・リムー

フルーツとハチミツのような甘さのあるスパイスのエレガントなアロマ。

〈ベリーズ・リザーヴ・レッド〉コロヴレイ＆テリエ

赤と黒系果実でできたポプリの様な美味しい香り、ハーブのニュアンスも。



 

国/地域 画像

フランス/コ
ニャック

フランス/コ
ニャック

※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　冬のリカーセレクション

No.068　クリーミーな口当たりで女性にも人気
フレンチウイスキー　ブレンデッド&シングルモルト2本セット

フランス・コニャック地方唯一のウイスキーの造り手から、華やか
な香りとクリーミーで口当たりの良いフレンチウイスキーをご紹介。ブレン

デッドと、日本には少量入荷の限定品シングルモルトをセットにした、愛好家
の方も満足していただける味わいです。

商品名

フレンチウィスキー　バスティーユ1789

5年以上熟成、ブレンデッドウィスキー/alc.40.0%  ブランデーの銘醸地コニャック地方か
ら生まれた革命的なフレンチウィスキー。オーク、アカシア、桜などの様々な木樽で熟成を
重ねることで生まれた、華やかな香り。プラム、チェリー、ドライフルーツ、桜等の香りが
繊細にからみ合い、口の中に含むと上質なバニラの甘みがどこまでも広がっていきます。ク
リーミーとも表現できるほどの口当たりの滑らかさ、そして柔らかい余韻は、愛好家の方々
だけでなく女性でも愉しんで頂ける味わいです。

フレンチウィスキー　バスティーユシングルモルト

8年以上熟成、シングルモルトウィスキー/alc.43.0%  日本少量入荷の限定品。
ブランデーの銘醸地コニャック地方から生まれた革命的なシングルモルトウィスキー。余韻
の長いバニラ香と、熟した果実の香りが複雑に絡み合います。熟成によって生み出された深
みのある味わいと、アルコールのボリューム感が重なって、スムーズで長い余韻を楽しめま
す。愛好家の方々にも満足していただける味わいです。



 

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

※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。

オロロソ・パタ・デ・ガリーナ　1/38　　１５年熟成

画像添付

リッチで力強い味わいであると同時に、非常に滑らかな口当たり。余韻も極めて長く、まさ
にシェリーを代表するプレミアムな味わい。

マンサニーリャ・パサダ・デ・サンルーカル　1/80　　　７年熟成

画像添付

通常より熟成の長い「パサダ」タイプのマンサニーリャ。フロールとの接触が長いため、繊
細でありながらボディもあり、より豊かな風味が特徴です。

アモンティリャード・デル・プエルト　1/10　　１２年熟成

画像添付

フロールの香ばしい風味と酸化熟成がもたらす豊かなコクが感じられる複雑で濃厚な味わ
い。

2018年　冬のリカーセレクション

ルスタウ社のプレミアム・シェリー「アルマセニスタ」シリーズ４本セット

〈エミリオ・ルスタウ〉のみが名乗ることを許された「アルマセニスタ」とい
うワンランク上の限定ドライシェリーを4本セットでご紹介。香ばしく風味豊
かなリッチな味わいをじっくりとご堪能ください。

商品名

フィノ・デル・プエルト　1/143　　５年熟成

画像添付

ドライで繊細なボディ。海沿いのフレッシュな香りにフロールの風味が心地よく続きます。



 

国/地域 画像

日本/長野県

※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　冬のリカーセレクション

No.070　世界的に評価の高い幻の蒸溜所の限定品
〈軽井沢蒸溜所〉軽井沢1993 THE CROWING CASK

商品名

軽井沢1993　シェリーバット

軽井沢蒸溜所は2000年に製造を終了し、2012年には完全に閉鎖樽したとても貴重ウイス
キーです。25年熟成で、もちろんシングルカスク・カスクストレングスのボトリングです。
64.8％のアルコールをいなしつつ、香りを嗅いでいくとオイリーなナッツ、レーズン、煮た
りんご、マーマレード、バニラ、古いロッキングチェアです。味はミード、ミルクチョコ、
アーモンドオイル、ドライアプリコット、クローヴからマーマレード、シトラス、りんごな
どのフルーティさが出てきます。今後、ウイスキーがつくられることのない幻のシングルモ
ルトです。


