
 

国/地域 画像

イギリス
/ケント

フランス
/ブルゴーニュ

ニュージーラン

ド/マールボロ

フランス
/ボージョレイ

イタリア
/ピエモンテ

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。

カベルネ・ソーヴィニヨン/プレンタ・エステート

アルゼンチンの主要なワイン産地であるメンドーサに位置するプレンタ・エステートは、エドゥアルドとヒュー
ゴのプレンタ兄弟が経営するワイナリーです。深みのある色調を呈し、カシスやグリオットなどの黒いフルーツ
にグリーンペッパー、凝縮した果実味が特徴的です。タンニンはソフトで甘く、魅惑的なフルーツのニュアンス
が余韻まで心地よく広がります。

レ・コパン・ダボール、ガメ・ル・プルミエ・ソワール
シャトー・ドゥ・コルセル

生き生きしてみずみずしい「レ・コパン・ダボール」は、親友とのナイト・アウトにぴったりの１本。柔らかな
タンニン、スムーズな赤果実、それでいて繊細なフィニッシュは、気の置けない友人との時間を楽しいものにし
てくれます。ルビー色の色調に、ふんだんな赤果実のアロマは実にフレッシュ。ジューシーかつ繊細なテクス
チャー。10-12度の低めの温度で提供するのがお勧めです。

ランゲ・ネッビオーロ/トレディベッリ

ランゲでも最高のブドウ畑の一つであるロッケ・デッラヌンツィアータの中心に2ヘクタールを所有しています。
環境に負担をかけない有機栽培を実施し、長期間のマセレーションとオークの大樽による熟成という伝統的な醸
造を行っています。ラ・モッラ由来のやわらかさを感じ、爽快感のある酸味と、繊細なタンニンが心地よいワイ
ンです。

サン・ヴェラン/ジェルボー

造り手はマコネ地区で最良かつ、特色のあるワインの作り手のひとりで、高樹齢な葡萄の小さな区画をマコン、
サン・ヴェラン、プイィ=フュイッセにもっています。様々な柑橘類のフレッシュな香り。テクスチャーは柔らか
く、樽熟成由来のバターの香りをかすかに感じます。マコネ地方のワイン魅力を最大限に感じられるワインで
す。

ソーヴィニヨン・ブラン/チャートン

ビオディナミで造られる、核果果実や白い花のアロマを持った芳香豊かなワインです。味わいには、クリーミー
なテクスチャとともに、力強さが感じられます。核果果実やカンタロープ・メロンの幾重にも連なる層が、溌剌
としたミネラル感と驚くべき余韻で幕を閉じます。

201９年　春のリカーセレクション

No.001　イングリッシュスパークリングを含む
世界の赤・白・スパークリングワイン6本セット

イギリスで300年続くワイン商「ベリー・ブラザーズ&ラッド
（BB&R）」の春のおすすめワインを厳選しました。

話題のイングリッシュスパークリングを含んだ贅沢なセットで、
世界を旅するワイン展をご自宅でもお愉しみください。

商品名

ブリュット・リザーヴ/ガズボーン・エステート

海の近いケント州アップルドアの、標高の低いなだらかな斜面に居を構えるワイナリー。シトラス、砂糖漬けの
レモン、ミカンのアロマに、かすかにゴールデン・アップルが漂います。新鮮な柑橘系の味わいに、長期間にわ
たる澱との熟成からくるブリオッシュとビスケットの風味が加わった、重層的な複雑な味わい。非常に洗練され
たイングリッシュ・スパークリングです。



 

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

※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。

<ドミニク・ローラン＞　ジュヴレ・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。自然な醸造法(醸造工程
での添加物なし)で造られた、香り高く洗練されバランスが良いワインです。

<フェヴレ>  ジュヴレ・シャンベルタン　ヴィエーユ・ヴィーニュ

深みのあるルビー。ラズベリー、カシス、ダークチェリーなど赤や黒い小さな木の実のアロ
マ。ほんのり香ばしいオークの香り。柔らかな果実味の中に溶け込んではいるものの、ジュ
ヴレらしい小気味よいタンニン。

201９年　春のリカーセレクション

No.00２　大人気「ジュヴレ・シャンベルタン」
飲みくらべ赤ワイン3本セット

銘醸地として知られる、ブルゴーニュ地方の中でも特に人気
のジュヴレ・シャンベルタン村のワインをセレクト。コート・ド・

ニュイ最大の産地であり、最も多くのグラン・クリュ（特級畑）を擁
する地域の飲みくらべをご堪能ください｡

商品名

<ドメーヌ・シャンソン>　ジュヴレ・シャンベルタン

コショウの風味とともに、とてもフレッシュ感のある黒スグリとサクランボのアロマ。繊細
なバニラのニュアンス。



 

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。

201９年　春のリカーセレクション

No.00３　〈ドミニク・ローラン〉満喫赤ワイン5本セット

ワインバイヤーズガイド5ツ星生産者の〈ドミニク・ローラン〉。
リーズナブルながら、妥協のない果実味溢れる赤ワインを5本セット
にいたしました。どっしりとした味わいのフルボディからライトなも

のまで幅広くご堪能ください。

商品名

＜ドミニク・ローラン＞　コート・ド・ニュイ・ヴィラージュ

ドミニク・ローランがリリース当初から購入先を変えていない生産者のキュヴェで、創業当
初に使っていた黒ラベルの銘柄です。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。

＜ドミニク･ローラン＞ コトー･ブルギニョン

コトー･ブルギニョンは､グラン･オルディネールに代わって誕生した新しいアペラシオン｡ブ
ルイィ地区(クリュ･ボージョレ)の上質なガメイ種を１００％使用｡大樽で６ヶ月間熟成の後､
ステンレスタンクでの熟成｡和食(とりわけ醤油ベースの料理)との相性が良く､少し冷やして飲
むのがおすすめ｡渋味が穏やかなライト～ミディアムボディです｡

＜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。

＜ドミニク・ローラン＞　ブルゴーニュ・パストゥーグラン

ニュイ・サン・ジョルジュ近郊の高樹齢の畑から。樽は使用せず、全てをステンレスタンク
で発酵し、品種の特性とテロワールの表現のバランスを取る事に心を砕いた。価格は｢ブル
ゴーニュ･パストゥグラン｣のそれだが、ワインの味わいは繊細で偉大なブルゴーニュの味わ
いに仕上がっている。ガメイを２/３、ピノ･ノワールを１/３でブレンド。

＜ドミニク・ローラン＞　ブルゴーニュNO1

ドミニク自身が「最良｣を判断したキュヴェにのみ付与される称号｢No.１｣｡一部､マルサネな
どのヴィラージュワイン用の､厳選されたぶどうを使用｡華やかな果実のアロマを中心に､なめ
し皮や燻しのニュアンス｡ピノ･ノワール種が本来備える味わいを存分に愉しめるミディアム
ボディ｡



 

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。

201９年　春のリカーセレクション

No.004　ボルドー地方金賞受賞白ワイン6本セット

ワイン大国フランスのコンクールで金賞受賞した白ワインのセットを
ご紹介。フランスのワインらしい、スッキリ爽やかで、フレッシュな
味わいが魅力。白ワイン好きには間違いなしのラインナップです。

商品名

シャトー サン フローラン　2017

輝く黄金色、アカシアの花やカシスの香り。2018年ジルベールガイヤール金賞

シャトーロックドマンヴィエイユ　2016

美しく淡い黄色、果実・ツゲの木、フローラルの香り。2017年ジルベールガイヤール金賞

シャトージャンデべレール　2016

光沢のある薄い黄色。新鮮な柑橘類の香り、白くてエキゾチックな果物の香り。2017年ジ
ルベールガイヤール金賞。

シャトーグランパスコー　2016

輝く透きとおった銀色のローブを感じる淡黄色、大地のミネラルを感じる香り。2017年マ
コンコンクール金賞。

シャトーデシャペレーン　2016

鮮やかな淡黄色、柑橘類のフレッシュな香り。2017年ボルドーコンクール金賞。

シャトーメゾンノーブルサンマルタン　2016

美しい光沢を有する淡黄色、熟した果実のミラベル・プラム、イエロープラム、パイナップ
ル、マンゴーの香り、スパイシー・ミントノーツや柑橘系の香り。2017年ボルドーコン
クール金賞。



 

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・ベルナドット

かつては格付け2級シャトー・ピション・コンテス・ド・ラランドの兄弟シャトーでもあっ
た格付け外ながら抜群の知名度と品質を誇るシャトーです。

シャトー・モンペラ・ルージュ

甘みを感じるほどの果実の凝縮感、活き活きとしたフルーティさ、飲み応えのあるボディと
タンニンが魅力です。

ル・オー・メドック・ド・ジスクール 

マルゴー村３級格付けシャトー・ジスクールがマルゴー村に隣接しているの４０Ｈａの区画
から造るオー・メドックＡＣワインです。

シャトー・ボーモン

格付けクリュ・ブルジョワの中でも知名度はトップクラスのシャトー。充実した果実味のあ
る飲み頃に入りつつある2014年です。

シャトー・ラグランジュ

近年、劇的に品質が向上したサンジュリアン格付け３級シャトー。華やかさのあるバランス
の取れた2013年です。

201９年　春のリカーセレクション

No.005　ボルドー鉄板銘柄赤ワイン6本セット

ボルドー地方の格付けや名門ファミリーが手掛ける赤ワインを一堂に
集めました。ワイン愛好家なら誰しもが知るボルドーワインの「鉄板

銘柄」を集めた贅沢な6本セットです

商品名

シャトー・ポタンサック

格付け2級シャトー・レオヴィル・ラスカーズを手がける名門ドゥロン家が北部メドック、
オルドナックに所有するシャトーです。



 

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。

シャトー・ラ・クロワ・ギヨタン

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。

ノートル・ダム・ド・ラ・ソリチュード

ドメーヌ・ド・シュヴァリエのオリヴィエ・ベルナールが管理するドメーヌ・ド・ラ・ソリ
チュードのセカンド。エレガントで華やかな完成度の高いグラーヴACワイン。

シャトー・ラシュネイ

サンジュリアン村堺の南、シャトー・ラネッサンに隣接し、同様にブテイエ家が所有する兄
弟シャトー。

シャトー・グリヴィエール

格付けクリュブルジョワのシャトー。グレート・ヴィンテージらしく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。

シャトー・ル・ブリュデュー・ヴェルチュール

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。

201９年　春のリカーセレクション

No.006　グレートビンテージ&濃厚赤ワイン6本セット

優良ビンテージ2010年はコクと濃さがあり長期熟成に耐えうるスタ
イル。また2015年は完熟した甘みと飲みごたえのある味わいです。
それぞれのビンテージと地域の個性が感じられる赤ワイン飲みくらべ

セットです

商品名

シャトー・デュ・ヴュー・ピュイ

ブライ地区の独立系生産者。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。



 

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。

201９年　春のリカーセレクション

No.007　ボルドー地方熟成赤ワイン6本セット

ボルドー地方各地の生産者やワイン商の下で保管され、10年以上の熟
成を経たワインを飲みくらべていただけるセット。熟成を重ねた深

み、コクのあるまろやかで上質な味わいをご堪能ください。

商品名

クロ・デュ・ロワ

果実の凝縮感とシルキーな質感、熟成香とスパイシーさのある複雑な芳香がご堪能頂けま
す。

シャトー・ラ・フォン・デュ・ベルジェール

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、ほどよい熟成の2007年で
す。

シャペル・ド・ポタンサック

格付け2級シャトー・ラスカーズのデュロン家が造るCHポタンサックのセカンド。キメの細
やかな酒質に奥行きのある風味が感じられます。

シャトー・フレール

カシスのような果実味が柔らかみを帯び始めたボリューム感のある味わいがお楽しみいただ
けます。

シャトー・ラ・ダム・ド・ラ・ルナルディエール

しっかりとした味わいの中に程よい熟成感が加わり、タンニンもまろやかになりつつある飲
み頃のワインです。

シャトー・ペイルフォール

10年の熟成を経て優雅さ溢れ、飲み頃を迎えたコート・ド・ブール地区の小規模生産者のワ
インです。



 

国/地域 画像

ﾌﾗﾝｽ/ﾛﾜｰﾙ

ﾌﾗﾝｽ/ﾛﾜｰﾙ

ﾌﾗﾝｽ/ﾛﾜｰﾙ

ﾌﾗﾝｽ/ﾛﾜｰﾙ

ﾌﾗﾝｽ/ﾛﾜｰﾙ

※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。

Ｍ．シャプティエ　コート・デュ・ローヌ　ルージュ　ベルルーシュ 

グルナッシュとシラーをブレンドした、赤い果実の風味がたっぷりの、程よいボディを持っ
た飲みやすい赤ワイン。シラーはベルルーシュに良い骨格を与え、グルナッシュは丸みと繊
細さ、花の香りを与えます。赤い果実味とスパイスのニュアンスが感じられる、まろやかで
コクがある優しい味わいです。

Ｍ．シャプティエ　リュベロン　ルージュ　ラ・シボワーズ

紫の色調をもった輝きのある美しい赤色。コショウやナツメグのようなスパイシーな香り
や、黒い果実の香りを合わせもった複雑で繊細なアロマ。きめの細かいタンニンが骨格を作
り、ブルーベリーを思わせる果実味が豊かな大変バランスの良い味わいです。

Ｍ．シャプティエ　ジゴンダス　ルージュ

美しいルビー色。イチゴジャムやペッパーの力強く上品な香り。凝縮した果実味のあるスパ
イシーな赤ワインで、タンニンを多く含み、骨格がしっかりした、バランスのとれた味わい
が特徴で、長期熟成も可能です。

Ｍ．シャプティエ　ラストー 

コート・デュ・ローヌ地方南部に広がる、日照に恵まれた暑い地域で造られています。美し
い深紅の色調。黒スグリ、ラズベリーなどの熟した果実のアロマが感じられ、ローヌ南部の
暑い日差しを彷彿とさせます。骨格のしっかりとした、素晴らしいポテンシャルを秘めた、
コクのある赤ワイン。

201９年　春のリカーセレクション

No008 M.シャプティエおすすめ赤ワイン5本セット

パーカーポイント100点満点を41回獲得した実力派、ローヌを代表
するＭ.シャプテイエがお薦めする一貫した家族経営のもと、畑を守
り、テロワールを尊重するワイナリーがお薦めする赤ワイン5本セッ
トをお愉しみ下さい

商品名

Ｍ．シャプティエ　クローズ・エルミタージュ　ルージュ　レ・メゾニエ

深い紫がかった赤色。赤い果実や黒スグリ、ラズベリーの風味が心地よく、あとからスミレ
の香りも現れます。広がりのある味わいで、まろやかな口当たり。煮詰めた果実やヴァニラ
の余韻を感じさせます。



国/地域 画像 国/地域 画像
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トデュローヌ

フランス/　　
　南西地方

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。

＜ドメーヌ・デ・シバディ＞シャルドネ・ヴァン・ドゥ・ペイ・ドック

　

＜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

リッチでボリューム感が有りながら滑らかな飲み口。ドライフルーツ、アプリコット、桃を
思わせるしっかりとしたアロマとバニラ、フローラルな香りなどが愉しめる。

201９年　春のリカーセレクション

No.009  南フランス産赤・白ワイン10本セット

フランスでも地中海に近い陽光あふれるエリアで採れる熟したぶどうを使った南フランスのワインセット。
それぞれの土地でそれぞれの品種のチャーミングな美味しさを愉しむことができます。

商品名 商品名

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。

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

　

＜メゾン・フランソワ・ラベ＞ラベ・メルロー・ヴァン・ドゥ・ペイ・ドッ
ク

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。

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。ブラックベ
リーの香りとまろやかでチャーミングな味わいが人気の、気軽に愉しめるメルロー。

＜メゾン・フランソワ・ラベ＞ラベ・シャルドネ・ヴァン・ドゥ・ペイ・
ドック

　

＜レミー・フェブラ＞コスティエール・ド・ニーム・セラベル

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。シャルドネ
の特徴をうまく引き出した青リンゴ、柑橘系の香り、クリーンな果実味と酸味とのバランス
が心地良い。

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。

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

　

＜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

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。

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

　

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。

＜メゾン・フランソワ・ラベ＞ラベ・カベルネ・ソーヴィニヨン・ヴァン・
ドゥ・ペイ・ドック

　
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。まとまりの
良い滑らかで果実味豊かなカベルネ。赤い果実やピーマンなどの香りもきっちり感じられ
る。



 

国/地域 画像

フランス/ブ
ルゴーニュ

フランス/ボ
ルドー

フランス/ア
ルザス

フランス/ガ
スコーニュ

フランス/南
仏

フランス/
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。

201９年　春のリカーセレクション

No.010　シャブリ含む産地別飲みくらべ白ワイン6本セット

ミネラルたっぷり、酸味とシャープな味わいのシャブリを含む、フラ
ンスの白を集めた6本セット。フレッシュな果実味や、キレのある酸
など、フランスに思いを馳せてバラエティ豊かな味わいをお愉しみく
ださい。

商品名

【シャトー・クロ・ド・ヴォーリシェール】シャブリ　ヴィエイユ・ヴィーニュ

白い花や蜜、完熟した果実の香り。味わいは非常に濃縮感があり、果実味としっかり感じる
ミネラル感が特徴的。酸味はすでに溶け込んでおり、厚みと粘性が平均樹齢60年のブドウの
力を感じさせる

レゼルヴ　ド　ルシアン　リュルトン　ホワイト

色合いは、透き通ったレモンイエロー。フルーティでフローラルな香り。味わいはフレッ
シュで鮮やかな味わいで、余韻の長いアロマが特徴的。貝料理や魚料理に良く合います。

【エルフリッシュ】リースリング

白い花の香りとマンダリンオレンジのような柑橘系のニュアンス。　郷土料理のシューク
ルーとよく合い、酢の物や、サラダ類など酸味のある軽い料理との相性が特に良いです。

【オクテラ】IGP ドック　ブラン　シャルドネ＆ヴィオニエ

輝きのある緑がかったレモンイエローの外観。柑橘系のフレッシュな香りとハーブの軽快な
香り。アタックにはフレッシュな酸と果実感が広がります。フレッシュチーズを使ったサラ
ダや、地中海料理や新鮮な魚介類と合わせて。アルコール度数13度

ムール　アン　フォーリー　IGPコート　ド　ガスコーニュ　ブラン

『ムールに恋して』というネーミングの魚介に合わせて愉しんでいただきたいワイン。白い
花、柑橘系の香り。カルパッチョや刺身、ムール貝などの魚介との相性がぴったりのワイ
ン。

【デュデ・ノーダン】ヴァン・ド・フランス　シャルドネ

フランス　ブルゴーニュのデュデノーダンが南仏で手掛けるカジュアルワイン。フレッシュ
さを全面に出したワイン。果実のフレッシュさが、お料理との相性抜群。シャルドネのレモ
ンや、ライムなどの柑橘系の香りが印象的



国/地域 画像 国/地域 画像

フランス
フランス/
ラングドック

フランス/
ボルドー

フランス/
ブルゴーニュ

フランス/
ラングドック

フランス/シュ
ド・ウェスト

フランス/
ロワール

フランス/シュ
ド・ウェスト

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。

＜コント・ド・ヴェルデイエ＞　ブラン・ド・ブラン　ブリュット ＜カルヴィソン＞　セレクシオン　カベルネ・ソーヴィニヨン

白い花や白桃のようなアロマ。果実の風味やミネラル感とのバランスがよい味わい。

ブドウ品種　：　アイレン

熟した果実と軽いスパイスの香り。しっかりした骨格に豊かな果実味、緻密なタンニンが印象的。

ブドウ品種　：　カベルネ・ソーヴィニヨン

201９年　春のリカーセレクション

No.011　単一品種で巡る銘醸地　フランス１０品種　バラエティ１０本セット

フランスは産地と品種の個性が最も結びついていると言われている国。
代表的な単一１０品種でフランスの銘醸地を巡る、赤・白・ロゼ・スパークリングのバラエティセットです。

品種の味わいをダイレクトに感じてください。

商品名 商品名

＜キュヴリエ＞ボルドー・ブラン ＜モメサン＞　ボジョレー

シトラス系のフルーティーな香り。心地よい酸味があり、キリッとしたフィニッシュ。

ブドウ品種　：　ソーヴィニヨン・ブラン

フレッシュな爽やかさとイチゴのような果実の香り、軽やかで上品な味わい。

ブドウ品種　：　ガメイ

＜カルヴィソン＞　セレクシオン　ヴィオニエ ＜ヴィノヴァリエ＞ランフィニ　カオール

アプリコットや白いお花の豊かな香り。エレガントで骨格のしっかりとした、ふくよかな味わい。

ブドウ品種　：　ヴィオニエ

トーストのような芳ばしさと黒系果実のアロマ。フルーティーでシルキーな質感が印象的。

ブドウ品種　：　マルベック

＜ラシュトー＞ミュスカデ ＜ヴィノヴァリエ＞ランフィニ　フロントン

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、

ブドウ品種　：　ミュスカデ

スミレやブラックカラントの香り。程よいフルーツ感と丸みのある舌触りが特徴的。

ブドウ品種　：　ネグレット

＜カルヴィソン＞　セレクシオン　シラー・ロゼ ＜ル・フラマン・アルジャンテ＞メルロー

豊かな果実の風味としっかりとした綺麗な酸とのバランスが良い、華やかで旨味のある辛口。

ブドウ品種　：　シラー

高樹齢ゆえの深みのある味わいで、凝縮した果実のニュアンスと奥行ある味わいが印象的。

ブドウ品種　：　メルロー



 

国/地域 画像

イタリア/アブ
ルッツォ

イタリア/ウン
ブリア

イタリア/サル
デーニャ

イタリア/ピエ
モンテ

イタリア/トス
カーナ

イタリア/カラ
ブリア

※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。

<テヌータ・イウッツォリーニ>チロ・ロッソ・クラシコ　(赤)

イタリア半島のつま先に位置するカラブリアは唐辛子の名産地。ガリオッポ100%の赤ワイ
ンです。辛口トマトソースのアラビアータと相性抜群。

〈テヌータ・ロッカ〉ドルチェット・ダルバ　(赤)

バローロの生産者が造るドルチェット種。辛口ですが、「ドルチェ」の名の通り果実味が強
く、バランスの良さは一流生産者ならではです。

<レ・ソルジェンティ>キアンティ・コッリ・フィオレンティーニ　(赤)

収穫時期を遅くし、オーナーがサンジョヴェーゼの実を食べて甘みをチェック。いちごのよ
うな果実味の豊かさを感じさせる特別なキアンティです。

〈アルジッラエ〉オルヴィエート　(白)

貝殻の化石からできた白い土壌で育ったグレケット主体。内陸のウンブリア州なのに、海の
ミネラルが感じられる、魚介にぴったりの爽やかな味わいです。

〈ビンツァマンナ〉アレス　ヴェルメンティーノ・
ディ・サルデーニャ　(白)

ヴェルメンティーノ100%。島の気温の高さからトロピカルな果実のボリュームがしっかり
あり、「塩っぽい」ミネラル感ある味わいです。

201９年　春のリカーセレクション

No.012　春に愉しむイタリア赤・白・ロゼワイン6本セット

イタリアワインと言えば数多くの土着品種があることで有名。多種多
様な品種の中から、日本初登場のロゼを含む、桜の季節にぴったりの
イタリアワインをセレクトしました。

商品名

〈チャボリック〉ドンナ・エルネスティーナ　ロザート　(ロゼ)

アブルッツォのワイナリーが造る、日本初登場のモンテプルチャーノのロゼ。女性生産者ら
しい鮮やかで華やかな春らしい味わいです。



 

国/地域 画像

イタリア/ロン
バルディア

イタリア/ピエ
モンテ

イタリア/トス
カーナ

イタリア/トス
カーナ

イタリア/ピエ
モンテ

※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。

201９年　春のリカーセレクション

No.013　D.O.C,G.ワインを愉しむ
　赤・白・スパークリング5本セット

イタリア最高格付けとされる、D.O.C.G.ワインの赤・白・スパークリ
ングを取り揃えました。旬の料理に合わせて、イタリアワインの多様

性を愉しんでみてはいかがでしょうか。

商品名

ヴィッラクレスピア　　フランチャコルタ　エクストラドライ

ミネラルたっぷりの土壌で育てられたブドウから複数のヴィンテージをブレンドして造られ
る。やや麦わら色、イースト香、しっかりとした泡と酸が心地よい。

ジェネライ　　ロエロアルネイス　クインディチルーネ

15ケ月樽熟成により複雑な香りで黄桃やナッツのニュアンス感じ、そのあとからしっかりと
した味わいと引き締める酸がきれいなワイン。

ファットリア　フニャーノ　　　ヴェルナッチャ　ディ　サンジミニャーノ

香りはグレープフルーツのような柑橘系、口に含むとシャープで切れの良い味わいが広がり
余韻も長く続きます。

レ　カチャイエ　　　　キャンティ　クラシコ

色は明るいルビー色、エレガントで繊細、酸も穏やかでバランスの良さが心地よい。

マイネルド　　　バルバレスコ　ロッカリーニ

伝統的大樽で3年の熟成。明るいガーネット色、森の下草の香り、きれいに溶け込んだタン
ニンが広がり、そのあとから柔らかな果実味感じる。



 

国/地域 画像

イタリア/ピエ
モンテ

イタリア/ピエ
モンテ

イタリア/ピエ
モンテ

※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。

201９年　春のリカーセレクション

No.014 バルバレスコを愉しむ3本セット

イタリアの代表的生産地域バルバレスコの伝統的大樽熟成のワインを
贅沢にセレクトしました。イタリアの土着品種である、ネッビオーロ

の神髄を愉しめるセットです。

商品名

マイネルド　　　バルバレスコ　リゼルヴァ　アンヴェイエ

大樽で5年熟成させたリゼルヴァ。深みのあるガーネット色、小さな赤果実の香り、口に含
むとまろやかなタンニンと柔らかい果実味が広がり、余韻がいつまでも続く。

マイネルド　　　バルバレスコ　ロッカリーニ

伝統的大樽で3年の熟成。明るいガーネット色、森の下草の香り、きれいに溶け込んだタン
ニンが広がり、そのあとから柔らかな果実味感じる。

リベット　　　バルバレスコ　マルカリーニ

20ケ月大樽で熟成させ、その後にボトルで熟成。マルカリーニ特有のしっかりとした酸とタ
ンニンがバランスよく広がります。



 

国/地域 画像

イタリア/　　　
 ピエモンテ

イタリア/　　　
 ヴェネト

イタリア/　　　
 トスカーナ

イタリア/フリ
ウリ・ヴェネ
ツィア・ジュー
リア

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。

バルパネーラ　レフォスコ　リゼルバ　DOC

畑は、レフォスコ栽培に最も適しているスコドヴァッカ地区にあり、地質は粘土質、樹齢１
５年。完熟した果実を50％だけ収穫し、残りは樹上でアパッシメントを進め、10月第２週
に手作業で選別、収穫を行う。圧搾後、15〜20日間果皮に浸潤させたのち、バリック18ヶ
月、大樽6ヶ月熟成。ビン熟成6ヶ月。ザクロ色をおびたルビー色。エーテル、煙草、コー
ヒーの香り。樽の特徴的な香りがほどよく移行している。タンニンが効いたフルボディ、長
い余韻を残す。

フェウディディグアニャーノ　
サリーチェ・サレンティーノ　リゼルバ　DOC　“クポーネ”

樹齢40-50年アルベレッロ仕立て。24ヶ月の熟成のうち、12ヶ月はトノー熟成。長熟タイ
プ。ベストヴィンテージのみ収穫の5年後に瓶詰め。6−7年熟成が可能。鮮紅色のフルボ
ディ、ユニークでドライな味わい。くるみの殻、ハーブの香り、タンニンは柔らかく、長い
芳香の余韻が残る。

ネグラール　アマローネ・デッラ・ヴァルポリチェッラ・クラシコ　DOCG

1938年初めてアマローネを生み出した歴史のあるワイナリー。エレガンスで果実味豊かな
アマローネ。深紅色、エーテル、チェリーやドライプルーンのような果実の凝縮した持続性
のある香り、フルボディ、なめらかでしっかりしたタンニンと長い余韻を持つ。

ポデーレ・ラ・ヴィーニャ　ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ　DOCG

有名ワイナリーと同等に高い評価を得ている気鋭の生産者。緻密なルビー色、下草の香りの
ノートと共にスパイス、タバコの葉のふくよかな香りが広がる。口に含むとビロードのよう
な滑らかさがあり、タンニンと果実味のある長い余韻を残す。 時間とともに優雅さ、上質さ
を醸し出す洗練されたワイン。オーク大樽で2年間熟成。

201９年　春のリカーセレクション

No.015  イタリアフルボディ・マエストロ赤ワイン5本セット

イタリアの最高峰ワインの本物を造るマエストロ達のセレクションで
お愉しみいただく赤ワイン5本セット。美食家が自信を持っておすす

めする間違いなしのラインナップです。

商品名

カブット　バローロ　テヌータ・ラ・ヴォルタ　DOCG

すべて南，もしくは南西向きで標高は350-400メートル，良質のブドウを育てるのには理
想的な条件を満たしている。常に低収量を心がける。収穫は丁寧に手摘みで行われ，ブドウ
果は厳しく選別された後，ほとんどが数分以内に圧搾される。伝統主義者というが，生み出
されるワインは果実味があり，骨格がしっかりしている。



 

国/地域 画像

イタリア/       
 ピエモンテ

イタリア/       
 ピエモンテ

イタリア/       
 ピエモンテ

※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。

201９年　春のリカーセレクション

No.016　バローロ赤ワイン3本セット

イタリアワインの王様として知られる、バローロの3本セット。いず
れのワインもそのビンテージ、産地や品種の個性をしっかりと表現し
ています。その時の気分に合わせて、幅広い味わいをお愉しみくださ

い。

商品名

＜コーペラティヴァ・フラ・プロデュットーリ＞
バローロ・リゼルヴァ・コルダーナ

　

開けたてからドライフラワーや枯葉、スパイス香などクラシックな造りのバローロの良さを
堪能できる貴重なリゼルヴァ。

＜ファビオ・オベルト・コッリーナ・ディオニーゾ＞バローロ

　

カシスにベリーにカカオの香り。タンニンは柔らかくすぐに愉しめ、時間が経つと深みが加
わりバローロらしい質感を愉しめます。

＜ファビオ・オベルト＞バローロ

　

モダンなアタックながらコクがあり、余韻まで奥深くしっかり愉しめます。バリックと大樽
を巧みに取り入れた逸品。



国/地域 画像 国/地域 画像

イタリア/
ヴェネト

イタリア/モ
リーゼ

イタリア/
ヴェネト

イタリア/プー
リア

イタリア/
ヴェネト

イタリア/サル
デーニャ

イタリア/ト
スカーナ

イタリア/ヴェ
ネト

イタリア/ウ
ンブリア

イタリア/モ
リーゼ

※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

　

＜サンツェノーネ＞モリーゼ・カベルネソーヴィニヨン

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。

201９年　春のリカーセレクション

No.017　イタリア赤ワイン満喫飲みくらべ10本セット

イタリアの赤ワイン産地として代表的な地域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。
産地違いや品種違いなど色々なシーンで飲みくらべを愉しんでいただけるセットです。

商品名 商品名

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ています。

＜ヴァルパンテーナ＞メルロー ＜ヴェッキアトッレ＞プリミティーヴォ・ディ・サレント

メルローからもたらされている木苺のフルーティな香りと味わい。飲み手を選ばない果実味
溢れる赤ワイン。

南イタリアらしいプラムやチェリージャムの香り、バランスの良い果実味が広がり、滑らかな
タンニンでブドウの個性と魅力が上手く表現されている。

＜ヴァルパンテーナ＞ヴァルポリチェッラ・リトッコ ＜トレクセンタ＞モニカ・ディ・サルデーニャ

リパッソ製法によりコクと凝縮感が有り、ボディがしっかりしたバランスの良い厚みの有る
ワインに仕上がっている。

素朴な土着品種のモニカを使用。スパイシーさにハーブの香りとフレッシュさが有る。きれい
な酸とほど良い渋みが有り、魚料理にも合わせられる赤。

＜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

＜コッリ・ヴィチェンティーニ＞ピノ・ネーロ・デッレ・ヴェネツィエ

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。

木イチゴやチェリー、プラムの華やかでフルーティな香り、柔らかな口当たりと心地よい余
韻。

＜カステッロ・ディ・マジョーネ＞サンジョヴェーゼ・ウンブリア

アメリカンチェリーやブラックベリーにスミレの香り。バランスの良い口当たりでどんどん
果実味を感じタンニンがほど良く残る印象。

＜サンツェノーネ＞モリーゼ・ロッソ

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

スペイン
ペネデス

スペイン
ペネデス

スペイン
カタルーニャ

スペイン
ビエルソ

スペイン
ガリシア

※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。

201９年　春のリカーセレクション

No.18　スペインワイン　赤・白・スパークリング５本セット

今だ進化を続けるスペインワインを牽引している個性的な生産者のワ
インを集めました！これを飲めばスペインワイン好きになること請け

合いのディープな５本セットです。

商品名

ラベントス　ブラン　ド　ブラン　

青りんご系のはつらつとした爽やかな香りにフレッシュなハーブ香、味わいは繊細な泡立ち
に爽やかでフルーティーな酸が抜ける親近感のある味わいに仕上がっております。

プリンシピア　マテマティカ　

樽が綺麗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が特徴です。

ビロセル

桑の実などのホワイトペッパーやクローブなどの豊かな赤果実、ボリュームがありながら、
濃厚な味わいが特徴です。

ラ・センダ

凝縮感としっかりした骨格があり、、フレッシュな酸を併せ持つ、ミディアムな味わいで
す。

オファルム

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とイキイキした酸に支え
られ、非常にフレッシュな味わいに仕上がっております。



 

国/地域 画像

スペイン　　　　　　　　　
カタルーニャ

スペイン
バレンシア

スペイン　　　　　　　　　
カタルーニャ

スペイン　　　　　　　　　
カタルーニャ

スペイン　　　　　　　　　
カタルーニャ

スペイン　　　　　　　　　
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。

201９年　春のリカーセレクション

No.0１９「カヴァ」スパークリング・
ロゼスパークリング6本セット

情熱の国スペインが世界に誇るスパークリングワイン｢カヴァ｣｡シャ
ンパーニュと同一の瓶内二次発酵方式で造られます｡華やかな果実の
アロマとキレのある酸が魅惑的｡華やかなロゼを含む泡好きにおすす

めの6本セットです。

商品名

<カスティーリョ･ペレラーダ>　カヴァ･ブリュット･レセルヴァ

瓶内にて１５ヶ月の熟成｡円熟した洋ナシやゴールデン・デリシャスを想わせる果実のアロマ
に､カラメルやスパイスなどのニュアンス｡ややコクのある味わいの辛口タイプです｡

＜ﾋﾞｾﾝﾃ･ｶﾞﾝﾃﾞｨｱ＞　ｵﾔ･ﾃﾞ･ｶﾃﾞﾅｽ ｶｳﾞｧﾌﾞﾙｯﾄ･ﾅﾄｩｰﾚ

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。

<バルディネット>　モンサラ･カヴァ･ブリュット

瓶内にて１８ヶ月の熟成｡きめの細かい美しい気泡｡芳醇な果実味と､ほのかにブリオッシュの
ニュアンス｡独特なソフトな口当たりが愉しめる辛口タイプです｡

<カスティーリョ･ペレラーダ>　カヴァ･ブリュット･ロザート

カシスやいちご、フレッシュなフルーツを思わせる香り。口に含むと爽やかな酸が心地よく
広がります。どんな料理にも合わせやすい、辛口のフレッシュでフルーティなカヴァです。

<アグリコラ・ディボン>　ディボン・カヴァ・ブリュット・リザーヴ

繊細でフレッシュな香りと細やかな泡立ち。独自の個性を持った香りも混じり合い、複雑さ
もある。程よい酸と３種のブドウのブレンドが心地よく、調和のとれた味わいです。

<アグリコラ・ディボン>　ディボン・カヴァ・ブリュット・ロザート

ピンクがかった透明感のある赤色が美しく、ラズベリーやブラックカラントのようなフルー
ツが優しく香ります。余韻も長くエレガント。



 

国/地域 画像

ドイツ/　　
ミッテルライ
ン

ドイツ/　　　
ラインガウ

ドイツ/　　
ファルツ

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。

201９年　春のリカーセレクション

No.020　リースリング&シュペート・ブルグンダー
ドイツの醍醐味赤・白ワイン5本セット

ドイツワインの素晴らしさを味わうなら、まずはリース
リングとシュペート・ブルグンダー（＝ピノ・ノワール）を。

冷涼産地ならではのミネラル豊富でエレガントな味わ
いが、赤・白ともに堪能できるセレクトです。

商品名

【ラッツェンベルガー】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
シュロス フュルステンベルク リースリング ハルプトロッケン

ラッツェンベルガーさんが新しく山ごと購入した畑のリースリングの初リリースワイン！　
樹齢60年の古木を使用。カルシウムを多く含むスレートの土壌で、爽やかながらも芯と力強
さを感じる味わい。ベーシッククラスながらもとんでもない熟成ポテンシャルを持っていま
す。 （白・やや辛口）

【ゲオルグ・ブロイヤー】ソヴァージュリースリング

ステンレスタンクで熟成させた、ブロイヤー醸造所のベーシッククラスのリースリング。ソ
ヴァージュとは野生の意。グレープフルーツのような果実味と、硬質なミネラル、キレのあ
る酸。食中酒として抜群のリースリング。（白・辛口）

【ホーニッヒゼッケル】ファルツ ブラン・ド・ノワール

こだわりの１２生産者のみが集まる少数精鋭の協同組合が造る、ピノ・ノワールの白ワイ
ン。黒ぶどうならではの濃い色合いと果実味、少し粘性をもつまろやかなボディ。少しだけ
感じる甘みがアクセント。（白・やや辛口）

【フリートリッヒ・ベッカー】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　ベッカー シュペート・ブルグンダードッペルシュトッ
ク

ベッカー シュペートブルグンダーの特別キュヴェ。ドッペルシュトゥックとは１２００L 樽 
2 つ分ということ。2400L の大樽にてゆっくりと寝かされた味わい深いピノノワール。エ
チケットは復刻版になっています。（赤･ミディアム）

【ヴィラヴォルフ】ヴィラヴォルフシュペート・ブルグンダー

山脈沿いの優良区画に畑を持つ契約農家さんのピノノワールを使用。５０%を２～４回目使
用の小樽、残りはステンレスタンク熟成のブレンド。チャーミングで軽やかながら、品種の
特徴をしっかりととらえた造りの、コストパフォーマンス抜群のピノ・ノワール。（赤・ミ
ディアム）



 

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

※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。

201９年　春のリカーセレクション

No.021　カリフォルニア赤ワイン3本セット

アメリカ・カリフォルニアを代表する生産者が造る厳選されたワイン
3本セットです。ワイン愛好家が多いアメリカで支持される個性豊か

な味わいを人気品種で飲み比べてみてはいかがでしょうか。

商品名

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”　セントラル・
コーストはカリフォルニア　セントラル・コースト・エリアの選りすぐりの畑のぶどうから
造られます。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　ピノノワール　ツバキラベル サンタバーバラカウンティ

2017年でワイン作り35周年を迎えたオーボンクリマは、この35年間ピノ･ノワールとシャ
ルドネに焦点を当てて取り組んで来ました。初めてのピノ・ノワールは1982年のロス・ア
ラモス・ヴィンヤードのもので、今でもこのぶどう畑でピノ・ノワールを作り続けていま
す。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。

クロ デュ ヴァル クラシック　カーネロス　ピノノワール

フランス語で「小さな谷の小さな畑」を意味するクロ・デュ・ヴァルは1972年、今や伝説
的なナパのスタッグスリープ地区に、フランスにルーツを持つアメリカ人実業家ジョン・ゴ
レによって設立。カリフォルニアテイスティングでフランスに勝利。チャーミングな果実味
が口の中いっぱいにひろがります。



 

国/地域 画像

南アフリカ/ス
テレンボッ
シュ

南アフリカ/ス
テレンボッ
シュ

南アフリカ/
コースタル
リージョン

南アフリカ

南アフリカ/ウ
エスタンケー
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。

201９年　春のリカーセレクション

No.022　南アフリカワイン飲みくらべ赤ワイン5本セット

最近注目を集めている南アフリカのワイン。高級ホテルやワインバー
で採用実績のある、押さえておくべき飲みくらべ5本セットです。ま
だまだ日本にはなじみのない産地なのでパーティーの中で話題になる

こと間違いなしです。

商品名

モーゲンスター・ＮＵ・メルロー

クラシックなスタイルのカベルネ・ソーヴィニヨン。ブラックベリーやカシス、ピーマン、
腐葉土などの香り。カシスなどの香り。フルーティーで凝縮した果実感を感じ、タンニンは
細やかで、まろやか。フルーティーでリッチな味わいです！

モーゲンスター・カベルネフラン

外観は、やや明るい紫色で、若々しい印象です。香りはしっかりと感じられ、カシス、ブ
ラックベリー、ブラックチェリー、赤い花、鉛筆の芯やピーマンのような香り、アタックは
やや強く、明るい印象です。タンニンは繊細で、ほのかな青さ、そして、余韻にはスパイ
シー感が残ります。香りやアタックはしっかりとしておりますが、あくまでエレガントで、
バランスの良いカベルネ・フランです。

リーボスクルーフ　レッド

頁岩（シェール）と花崗岩質の土壌で、収量は８トン／ヘクタール。除梗・破砕後、ステン
レスタンクで発酵させ、ＭＬＦ終了後、３００Ｌのフレンチオークで、１８カ月熟成させ
る。

スノーブリス　グリューワイン

このグリューワイン、ホットでも氷を浮かべてアイスでも、そして、究極は辛口スパークリ
ングやビールとブレンドしても、カジュアルに楽しく飲めるグリューワイン。ホットで楽し
むものとイメージが定着してますが、スノボ、スキーなどゲレンデで冷やして楽しみたい
し、スパイスのニュアンスを活かしてサングリアのベースワインとしても楽しめます。

ローレンスフォード　リバーガーデン

香りのボリュームは中程度。カシス、ブラックベリー、わずかに黒蜜、シダーなどを思わせ
る香りの広がり。おだやかな酸味と心地よい若々しいタンニンが広がる。エレガントな印象
を感じさせる味わいのバランスに後ろ髪をひかれる。余韻は中程度。



 

国/地域 画像

チリ/マイポ
ヴァレー

チリ/マイポ
ヴァレー

アルゼンチン/
メンドーサ

アルゼンチン/
メンドーサ

ウルグアイ/ガ
ルソン

ウルグアイ/ガ
ルソン

※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。

201９年　春のリカーセレクション

No.023 注目の南米三大産地 チリ・アルゼンチン・ウルグアイ
濃厚赤ワイン6本セット

近年南米のワインは「安くて美味しい」という今までのイメー
ジを超えて、独自性のあるプレミアムワインを次々と排出
しています。濃厚かつ、それぞれ特徴のある南米3カ国の

赤ワイン6本セットです。

商品名

テラマター・アルタム・カベルネソーヴィニヨン

チリ屈指の銘醸地マイポヴァレーにて、買いぶどうではなく、自社ぶどうにこだわりワイン
造りを行うテラ・マター。中でも、毎年は生産されず、ぶどうの出来が突出した年にのみ生
産されるのがこの「アルタム」シリーズ。彼らの持つカべルネの畑で取れる中でも最高のぶ
どうをフレンチオークで12カ月間熟成し、力強いコクあるスタイルに仕上げています。

テラマター・アルタム・シラーズ

チリ屈指の銘醸地マイポヴァレーにて、買いぶどうではなく、自社ぶどうにこだわりワイン
造りを行うテラ・マター。中でも、毎年は生産されず、ぶどうの出来が突出した年にのみ生
産されるのがこの「アルタム」シリーズ。ベリー系の凝縮した香りとスパイスが効いた力強
い香りがあり、滑らかなタンニン分が印象的。

アングロ・イノチェンティ・カベルネ・ソーヴィニヨン

アングロ・イノチェンティは、アルゼンチンの銘醸地メンドーサ州の標高1000mを超える
山奥の秘境に広がるウコヴァレーで、ひっそりとワイン造りを続けてきた蔵元。標高の高さ
ゆえの寒暖の差が非常に大きく、凝縮した赤い果実の風味の中にミントやユーカリを思わせ
る風味が溶け込んでいるのが印象的。

ボデガ・ガルソン・シングルヴィンヤード・タナ

南米注目の産地「ウルグアイ」産。同地の主要品種「タナ」から造られた一本。この「シン
グル・ヴィンヤード」シリーズは蔵元が所有する区画の中でも卓越した品質のぶどうを産み
出す畑のぶどうから造られる特別なワイン。ブラックベリーのような果実味にブラックペッ
パーなどのスパイス感や樽熟成によるトースト香が複雑に絡み合い、力強い味わい。ウルグ
アイという産地を代表する一本です。

ボデガ・ビニャルバ・レセルバ・マルベック

アルゼンチンワインのメッカ「メンドーサ」地区で最高樹齢102年のマルベックの畑を所
有。品種特有のボリューム感はもちろんのこと、高樹齢のぶどうだけが持つ複雑味に溢れ、
力強くも飲み飽きしないスムースな口当たり。

ボデガ・ガルソン・タナ・レゼルヴァ

南米注目の産地「ウルグアイ」産。同地の主要品種「タナ」から造られた一本。海抜160m
と、海にほど近い丘で造られており、品種・産地特有の濃厚で凝縮した果実の雰囲気の中に
もミネラル感が溶け込み、ただただ濃厚なワインとは一線を画すポイント。



 

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。

201９年　春のリカーセレクション

No.024　世界のピノ・ノワール 赤ワイン6本セット

世界各国からコスパの高いピノ・ノワール6本をセレクト、ピノファ
ン必飲のお買い得6本セットです。

商品名

＜メゾン・ジョゼフ・ドルーアン＞ブルゴーニュ ピノ・ノワール

味わいはフレッシュで、さくらんぼのような酸味と果実味とやわらかなタンニンを持ち、非
常に魅力的で好印象を与えます。
ブルゴーニュの正当なスタイルとしてお手本と言われる1本です。

＜ラ・クロワザード＞レゼルヴ ピノ・ノワール

早摘みした果実と完熟した果実の両方をブレンド、フレッシュでフルーティな果実味と力強
い味わいの両面を持ち合わせます。
果実味豊かな南仏のピノ・ノワールの味わいを堪能することが出来ます。

＜ナターレ・ヴェルガ＞ヌアレ ピノ・ネロ

輝きのあるルビー色、イチゴ、チェリー、スパイスなどの香り。口当たりの良いイチゴなど
ベリー系の味わい、やわらかいタンニンが感じられます。果実味と酸味のバランスに優れた
味わいです。

＜クラウドライン・セラーズ＞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、そしてチェリーなどのエレガントな果実味が感じられます。
コストパフォーマンスの高いピノ・ノワールとしてオレゴンで評価されている1本です。

＜サマーハウス＞マールボロ ピノ・ノワール

豊かなダークベリー、柔らかい木苺、そしてほのかな甘いオークとスパイスの香りが特徴の
豊な風味があります。
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。

＜ウンドラーガ＞アリウェン ピノ・ノワール

さくらんぼやブラックベリーを想わせるフルーティーなアロマ。豊かな果実味に、フレッ
シュかつ心地よい酸味が広がり、非常にバランスの良い仕上がりです。
口当たりはソフトで、しっかりとした余韻が長く続きます。



 

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。

2019年　春のリカーセレクション

No.025　伝統方式で造る辛口スパークリングワイン6本セット

シャンパーニュといった代表産地に加えて、高品質で注目される英国産のもの
や、こだわりのカヴァ、ゼクト、そして珍しいアンダルシア産を含む贅沢な

セット。全て伝統方式で造られる高品質な泡の世界をご堪能下さい。

商品名

＜シャンパーニュ・ボーモン・デ・クレイエール＞
ボーモン　グランド・レゼルウ゛　ブリュット

画像添付

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。

＜アジィエンダ・アグリコーラ・フェルゲッティーナ＞
フランチャコルタ　ブリュット

画像添付
全て自社ブドウで造られるいわば、フランチャコルタのRM。フレッシュで透明感のある薄い
藁色。グレープフルーツのようなフルーティなアロマにキメの細かい泡立ちで喉ごしも滑ら
か。

＜ハッティングレイ・ウ゛ァレー＞
ハッティングレイ・ウ゛ァレー　クラシック・レゼルウ゛

画像添付

ワインメーカー・オブ・ザ・イヤー受賞の女性醸造家によるイングリッシュ・スパークリン
グ。心地よいイースト香をまとう熟成感漂うアロマに魅了されます。

＜ウ゛ァイングート・フォン・ウィニング＞
フォン・ウィニング　リースリング　エクストラ・ブリュト　ゼクト

画像添付

今ドイツで最も注目を集める造り手による、瓶内二次醗酵のスパークリングワイン。やさし
い柑橘系のアロマやスパイス香が泡の中で溶け合います。

＜アルティーガ・フステル＞ダミア　カバ　ブルット

画像添付

モストフロールと呼ばれる第一搾汁100%の贅沢なカバです。クリーミーな泡と爽やかな口
当たりで食事にとても良く合います。

＜ボデガ・ミゲル・ドメック＞タラジョン　ブルット

画像添付

18世紀以来ヘレスに貢献してきたドメック家が家族の起源であるフランスのテロワールの概
念を追及し、シャンパーニュに共通する土壌から造る瓶内二次醗酵のシャルドネ。



 

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。

201９年　春のリカーセレクション

No.026　世界の濃厚赤ワイン5本セット

フランス、イタリア、スペインなどの旧世界から、オーストラリア、
チリのニューワールドまで、世界中を旅するような気分で愉しんでい

ただけれ濃厚赤ワイン5本セットをご用意いたしました。

商品名

＜ドメーヌ・アラン・ブリュモン＞シャトー・ブースカッセ

非常に濃厚で気品を感じさせる果実味と、なめし皮や鉄分など動物的な香りが感じられるワ
インです。ジューシーな凝縮感のあるブラックベリー、イチゴジャムやプラム、さらにタナ
種特有の心地よいタンニンが感じられます。

＜ナターレ・ヴェルガ＞バローロ

輝きのあるガーネット色。赤系果実、濃縮感のあるバラやブラックベリー、濃縮感のあるプ
ラムのような果実味、しっかりしたタンニン、スパイスのニュアンスが感じられるボリュー
ムのある高コスパバローロです。

＜クネ＞レセルバ

ラズベリーなどの赤い果実の豊かで深いアロマと、オーク由来のかすかなバルサミコやスパ
イス香が、バランスの良いタンニンを包んでいます。複雑で洗練された味わいのまま、長い
余韻へと続きます。

＜トゥーハンズ・ワインズ＞テナシティ オールド・ヴァイン・シラーズ

ベリー、プラム、マッシュルーム、黒胡椒、タイム、リコリスベリー、プラムなどの果実味
とともに丸みのあるタンニンが味わいを引き締めます。複雑なミックスハーブやリコリスを
思わせる心地よい余韻が感じられます。

＜ウンドラーガ＞シバリス グラン・レゼルバ カベルネ・ソーヴィニヨン

樹齢25年のブドウから造られます。フルーティーなアロマ、スパイスやチョコレートの芳醇
な香り。豊かなタンニンが生み出す複雑さと果実味やオークのバランスに優れた、充実感の
ある1本です。



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。

エスカル　シャルドネ

カシスやブラックベリー、ブラックチェリーなどの黒系果実とクローブ、樽の香り。熟した
果実の味わいが広がる柔らかな口当り。ソフトなタンニンと心地よい酸があり、樽やフルー
ツのアロマティックなハーモニーが楽しめ、フィニッシュに果実の甘みのあるワインです。

ダークチェリーやカシスの果実味。スモーキーかつスパイシーなアロマ。果実のやさしい甘
みと穏やかなタンニンが心地よく、バランスに優れた赤ワイン。

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。

201９年　春のリカーセレクション

No.027 世界のカベルネVSシャルドネ飲みくらべ赤・白10本セット

力強い味わいで人気のカベルネ・ソーヴィニヨン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

アンリ・ノルドック カベルネ・ソーヴィニヨン

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。

シーリッジ　カベルネ・ソーヴィニヨン シーリッジ　シャルドネ

カシズやベリーの豊かな香りに、ほのかに甘草やバニラ、ブラックペッパー、スパイスのア
ロマ。熟した黒い果実の味わいに、チャーミングな酸と程よいタンニンが追いかけてくるバ
ランスのとれた赤ワイン。

熟した洋梨やリンゴなど、白い果実やトロピカルな香りにほのかにバニラのアロマ。口当たりは
柔らかく、ミネラル、バター、スパイスなどを伴うリッチな味わい。余韻に残る程良い苦味が豊
かな果実味を支える、調和の取れた白ワイン。

VSE　クラシック　カベルネ・ソーヴィニヨン ソーン・クラーク　ミルトンパーク　シャルドネ

ミラーダ　カベルネ・ソーヴィニヨン VSE　クラシック　シャルドネ

程よく熟したブラックチェリーやカシス、ベリーの香りに、スミレやホワイトペッパーのア
クセント。口当たりは柔らかくスムーズ。心地よいボリュームの果実味に穏やかな酸と柔ら
かいタンニンの続くバランスの取れたワイン。

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。

テリッシュ カベルネ・ソーヴィニヨン バランス ワインメーカズ・セレクション　シャルドネ

ブラックチェリーやブラックベリーの上品でフルーティーな香りと、大地を想わせるスパイ
スのニュアンス。チェリーなどの新鮮でジューシーな味わいの中にナッツやペッパーの心地
よいアクセントが上品なタンニンとともに長い余韻が口中に広がる。

熟したメロン、パイナップル、バニラ、シトラスなどの果実味溢れる香り。口当たりは滑らか。
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。



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。

ドメーヌ・ド・モーペルテュイ・ピノノワール・グランレゼルヴ ストーンヘッジ・シャルドネ・カリフォルニア

ドメーヌ・ド・モーペルテュイは、ブルゴーニュ北部のオーセールとシャブリ地区の間にあ
る村々に畑をもつ蔵元です。このピノ・ノワールはフレンチオーク樽でマロラクティック醗
酵を行った後、11か月の樽熟成を行うことで、フルーティでまろやかな味わいと樽からく
る木の香りが複雑な余韻を生み出す秀逸な赤。

201９年　春のリカーセレクション

No.028　世界のピノ・ノワールVSシャルドネ飲みくらべ赤・白10本セット

世界的にも人気の高級品種、ピノ・ノワールとシャルドネを世界中からセレクションした10本セットをご用意。ワインを語る上で外すこと
の出来ないこの2大品種をお愉しみいただけます。

商品名 商品名

ストーンヘッジ・ワイナリーは、「手造りの安定した品質のワインをリーズナブルな価格で提
供する」を使命にワイン造りを行う蔵元。最もスタンダードなクラスのこのシャルドネは、モ
ントレー産のぶどうを使用し、厚みがあるトロピカルフルーツのような味わいがありながら
も、キレのある酸味とのバランスが良いタイプです。

ドメーヌ・フランソワ・ブッフェ・ピノノワール・ブルゴーニュ・コート・ド・ドール ドメーヌ・デュ・プティ・プロ・シャルドネ

17世紀からブルゴーニュ地方のヴォルネイ村で少量ながらも上質なワインを造ってきた
ブッフェ家。コートドール地区のぶどうを使用し、手作業で丁寧に造るこのワインは、ピ
ノ・ノワールの優しい果実味と、ほど良い酸味のバランスが良い1本です。完熟したチェ
リーのような赤いベリーの果実味にあふれ、心地良い酸味と、程よい渋みのバランスが良い
味わい。

南フランス・ラングドック地方に古くから根差し、現地のパイオニア的存在としてワイン造り
を行う蔵元。彼らの持つ最古の畑「プティ・プロ」がこのワインの名前の由来です。樹齢の高
いぶどうを使用し、旨みが詰まった果実感豊かな味わい。夜間に収穫を行うことでフレッシュ
な酸味もキープし、フルーティでありながらコクのあるワインに仕上がっています。

テラマター・ヴィンヤード・リザーヴ・ピノノワール ボデガ・ビニャルバ・シャルドネ

チリの中でも、海にほど近い「レイダ・ヴァレー」の冷涼な気候で育ったピノノワールを使
用。吸い込まれるような赤紫の色調をしており、チェリーや黒い果実の香りにほのかなスパ
イスのニュアンスを感じ、海風由来のミネラル感のある上品な味わい。タンニンは丸みを帯
びており、骨格はしっかりしているものの、酸もバランスよくフレッシュな果実感の溢れる
飲み易い仕上がり。

このシャルドネは、アルゼンチンを代表する銘醸産地「メンドーサ」のぶどうを使用し造る、
爽快な果実味とミネラル感が豊かな白ワイン。フランス人オーナーが造る、フレンチスタイル
の味わいで、バランスが良くフルーティ。幅広くお食事に合わせやすい１本です

フライ・レオン・マティナル・レゼルヴァ・ピノノワール メゾン・トラミエ・マコン・ヴィラージュ・ブラン

このワインはチリの銘醸地カサブランカ・ヴァレーのピノ・ノワールを使用。ほんのり感じ
るスパイスやハーブのニュアンスが複雑さを与えます。果実味、酸、渋みがバランスよく仕
上がり、穏やかな印象の一本です。軽めの前菜や、中華とベストマッチします！

メゾン・トラミエはフランスのブルゴーニュ地方で1800年代から続く歴史あるネゴシアン。
長年培ったネットワークを駆使し、ブルゴーニュ各地の高品質なぶどうを買い付け、ワインを
造り上げます。この白ワインはブルゴーニュのマコン地区で造られますす。同地区らしく、果
実感がしっかりとありクセがなくどんな料理にもあう味わいで、世界的にロングセラーの白ワ
インです。

リッチランド・ピノノワール リッチランド・シャルドネ

シドニーから西、内陸に600kmほど入った銘醸地リヴァリーナ地区に蔵を構える家族経営
の自家栽培農家「カラブリア・ファミリー・ワインズ」。このピノノワールは、魅惑的なベ
リーの香りに、程良く心地よいフレッシュな酸、余韻には完熟プラムやスパイシーなニュア
ンスなど複雑味もお楽しみいただける一本です。

シドニーから西、内陸に600kmほど入った銘醸地リヴァリーナ地区に蔵を構える家族経営の
自家栽培農家「カラブリア・ファミリー・ワインズ」。このシャルドネは、完熟シャルドネを
使用し、一部樽熟成を施します。ほんのりとしたバニラのような樽の風味、濃厚なトロピカル
フルーツの果実味ときれいな酸のバランスが抜群です。
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ｼﾞｮｰｼﾞｱ/ｶﾍﾃｨ

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ/ﾆｭｰ･ｻ
ｳｽ･ｳｪｰﾙｽﾞ

ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ/ｱﾚﾝﾃｰ
ｼﾞｮ

ｲﾀﾘｱ/ﾌﾘｳﾘ ｳﾞｪ

ﾈﾂｨｱ･ｼﾞｭｰﾘｱ

※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。

＜カザ・アグリコラ・アレクシャンドレ・レウウ゛ァス＞アート・テッラ　
クルティメンタ

画像添付

フレッシュオレンジの香りに、ミントやシナモンのニュアンスが感じられます。フレッシュ
な酸とミネラル、クリーンな果実味、滑らかなタンニンのバランスが心地よい。

＜プリモシッチ＞プリモシッチ　リボッラ・ディ・オスラウ゛ィア

画像添付

輝きのある黄金色に近いオレンジワイン。アカシアの花やオレンジピールの香りが印象的。
オレンジピールのようなビターな印象とアプリコットのアフターフレーバーが心地よい。

＜シャラウリ・ワイン・セラーズ＞ムツウ゛ァネ

画像添付

果実や花々の香しいアロマが広がります。アーモンドやドライフルーツの香ばしい風味と複
雑で深くフェノリックな要素を持つアンバーワイン（オレンジワイン）です。

＜ローガン・ワインズ＞クレメンタイン　ピノ・グリ

画像添付

桃やアプリコット、オレンジの皮、木苺、ジャスミンやバラ、更にはシナモンや生姜、クル
ミのような風味を持ち、ピリッとした口当たりに滑らかなタンニンストラクチャーを持ちま
す。

2019年　春のリカーセレクション

No.029　注目のオレンジワイン産地別飲みくらべ5本セット

話題のオレンジワイン、産地別の飲みくらべセット。ワイン発祥の地とされる
ジョージア産から、世に広めたとされる北イタリア産、親しみやすいオースト
ラリアやポルトガル産のものまで入った、オレンジワインの魅力に迫ったセッ

トです。

商品名

＜ウ゛ァジアニ・カンパニー＞
マカシウ゛ィリ・ワイン・セラー　ルカツィテリ

画像添付

伝統的な土器「クヴェヴリ」で醸造さるアンバーワイン（オレンジワイン）。桃やマルメロ
の豊潤な果実味と複雑味。バランスがよく、フェノリックな要素と長い余韻が魅力です。



 

国/地域 画像

ジョージア/
クヴェモ・
カルトリ

ジョージア/
イメレティ

ジョージア/
クヴェモ・
カルトリ

ジョージア/
カヘティ

※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。

ギウアーニ／サペラヴィ バレル

カヘティ地方マナヴィ村にあるギウアーニは大昔からワイン造りに携わる家族が守るワイナリーで
す。除梗・破砕後、ステンレスタンクで低温醸し、発酵後、ワインと搾りかすを分けワインだけを別のタ
ンクに移しマロラクティック発酵、樫樽で熟成しました。ガーネットの外観にベリーやハーブ香、滑らか
で丸みを帯びた骨格に冷涼な果実と一本通る酸が、バランス良くバレル感を整えてくれます。

ヴァルツィヘ・マラニ／ツィツカ ツォリコウリ

ヴァルツィヘはイメレティに2015年に誕生した女性醸造家のワイナリーで、チョティアシュヴィリのカハ
氏がコンサルを務めます。ツィツカとツォリコウリを直接破砕し、クヴェヴリで醸し、5ヶ月間発酵・熟成
しました。やや憂いある淡い麦色の外観から、香しいカカオやハーブ、リンゴのアロマを感じます。軽
めのタッチに香りには無い柔らかい果実味と瑞々しい旨味がじわりと拡がります。

ゴッツァ／タヴクヴェリ

ジョージア南東部カルトリ地方、元建築家がヴィニュロンに転身し高標高の畑でビオディナミで育てた
同地方代表する黒ブドウのタヴクヴェリを除梗、破砕し25hlのクヴェヴリで発酵、12hlのクヴェヴリで
16ヶ月熟成しました。程よい粘性があり、ザクロ色に木いちごや乳の香り、冷涼で柔和な口当たりに
雑味なくサクランボの果実が隅々まで染み渡り、ほんのりタンニンが散らばります。

201９年　春のリカーセレクション

No.030　ワイン発祥の地ジョージアワイン飲み比べ4本セット

近年注目の産地であるジョージアのワインをそれぞれ色違いでご用
意。赤・白はもちろんロゼやオレンジワインも含む、色と味わいの違

いをお愉しみ下さい。

商品名

ゴッツァ／ツィツカ-ツォリコウリ

ジョージア南東部カルトリ地方、元建築家がヴィニュロンに転身し高標高の畑でビオディナミで育て
た、ツィツカのフリーランジュースと、クヴェヴリで醸したツォリコウリをアッサンブラージュし、12hlのク
ヴェヴリで16ヶ月熟成しました。やや憂いある麦色の外観から、べっこう飴やハーブ香を感じます。存
在感のあるアタック、柔らかい酸にライトなタッチが軽やかな流れを形成します。



 

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/
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

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。

201９年　春のリカーセレクション

No.031　エチケットが可愛い自然派　赤・白・ロゼワイン6本セット

見ているだけで気分が上がってしまうような可愛いエチケットの自然派ワイン
をセレクトしました。ナチュラルでジューシィな味わいをお楽しみ下さい。

商品名

ナチュール・ヴィヴァン／ブラン

トロピカルなエチケットはハワイの海の守り神である亀（ハワイ語＝ホヌ）、島の女神、太陽、海、山の
恵みと自然の循環をテーマに、カウアイ島のビーチで描かれたものです。南仏の粘土石灰土壌で無
農薬栽培されるソーヴィニヨンブラン100％で醸造しました。輝く薄黄色で、清々しいハーブや柑橘系
の香りの後によもぎの香りがやってきます。キレのある酸が爽やかでドライな味わいです。

マス・ド・ジャニーニ／ル タン デ ジタン　ブラン

南仏オーガニックワインの人気シリーズ「ルタンデジタン」の白、ニームとベジエの間にあるサン・ボジ
ル・ド・ラ・シルビー村で健康なブドウを育て丁寧に醸造しています。キリッと冷やして気軽に楽しんで
いただきたい辛口です。透明感のある麦藁色で、ソーヴィニヨンブランが主体のハーブや柑橘系の香
りとライムのような瑞々しい酸と果実味がどれも突出せず程良くまとまった味わいです。

マス・ド・ジャニーニ／ル タン デ ジタン　ロゼ

南仏オーガニックワインの人気シリーズ「ルタンデジタン」のロゼワイン、ニームとベジエの間にあるサ
ン・ボジル・ド・ラ・シルビー村で健康なブドウを直接圧搾して造ります。輝くサーモンピンクの外観か
ら、さくらんぼやザクロの甘酸っぱい香りが顔を覗かせます。爽やかな酸に続くチャーミングな果実と
少しのミネラルが親しみやすい辛口で気軽に飲める味わいで幅広いお料理と楽しめます。

ジャン・プラ　セレクション／アッサンブラージュ デュ シュッド

南仏ルーションのシスト土壌と粘土石灰土壌に植わる地ブドウ4品種をアッサンブラージュしました。
収穫後にセメントタンクで発酵し60％はそのまま熟成、40％は木樽で12ヶ月熟成、清澄はせず軽く濾
過し瓶詰めしました。赤紫の外観からすみれや黒すぐりの香りを感じます。しっかりとしたアルコール
感と果実のバランスもよくコストパフォーマンスの高いフルボディに仕上がっています。

マス・ド・ジャニーニ／ル タン デ ジタン　カリニャン

ワイン専門誌で「旨安ワイン大賞」受賞した人気キュヴェです。コミカルで陽気なエチケットとキュート
なコルクが一際目を引く南仏ビオ「ルタンデジタン」の赤ラベルは、ニームとベジエの間にあるサン・ボ
ジル・ド・ラ・シルビー村の高樹齢カリニャンを丁寧に醸造しました。透明感のある紫色で、スミレや乾
燥ハーブなどの清涼感ある香りに程良いボリュームを伴うジューシーな味わいです。

マス・ド・ジャニーニ／ル タン デ ジタン　シラー

南仏オーガニックワインの人気シリーズ「ルタンデジタン」の青ラベル、ニームとベジエの間にあるサ
ン・ボジル・ド・ラ・シルビー村で健康なブドウを育て丁寧に醸造しています。濃い赤紫色で、完熟した
シラーならではのスパイシーな香りの中にほんのりロースト香が感じられます。果実の凝縮感が若干
の力強さと深み、心地良い余韻を与えつつも全体的にはフルーティーで優しい味わいです。



国/地域 画像 国/地域 画像

フランス/　　　
ラングドック

スペイン/　　　
ラ・マンチャ

フランス/　　　
ラングドック

スペイン/　　　
ラ・マンチャ

イタリア/　　　
ピエモンテ

オーストラリア/　
　　南オーストラ
リア

イタリア/　　　
ヴェネト

オーストラリア/　
　　南オーストラ
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。

＜バデ・クレマン＞　レ・ジャメル  メルロー　ナチュレ ＜ムレダ＞　オーガニック　カベルネ・ソービニヨン

土壌の微生物の活動を活発化させるため,緑肥と堆肥のみを使う。防虫防疫には伝統的な硫黄
もしくはボルドー液の使用の他は、海草や植物由来のものか、最新の物のみを使用する。除
草は薬品を使わず、除草機で行なう。醸造中、瓶詰め時はＳＯ2（二酸化硫黄）を不使用。綺
黒色に近い赤｡ブラックベリーや黒すぐりのアロマ、シナモン様のスパイシーさ、スモークさ
れたピート臭。飲み心地は良く、ベルベットを想わせる。

薬を使用して一気に雑草を枯らせる一般的な方法が使用出来ないオーガニックワインは、手作業
が多く、手間隙がどうしてもかかってしまいます。また、ブドウのできの悪さをごまかす添加物
も使用できないため、ごまかしの効かない高品質ワインを造る必要があります。香り高く、バラ
ンスもよく、長い余韻が続きます。赤身のお肉、ステーキ、パスタやチーズともよく合います。

201９年　春のリカーセレクション

No.032　世界を旅する自然派 赤・白・スパークリングワイン8本セット

フランス、イタリア、スペイン、オーストラリアの各国の自然派ワインをお飲みくらべいただけるセット。　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　品種、テロワールの自然な味わいをお届けいたします。

商品名 商品名

＜バデ・クレマン＞　レ・ジャメル  シャルドネ　ナチュレ ＜ムレダ＞　オーガニック　シャルドネ

土壌の微生物の活動を活発化させるため,緑肥と堆肥のみを使う。防虫防疫には伝統的な硫黄
もしくはボルドー液の使用の他は、海草や植物由来のものか、最新の物のみを使用する。除
草は薬品を使わず、除草機で行なう。醸造中、瓶詰め時はＳＯ2（二酸化硫黄）を不使用。綺
麗な黄金色｡ 鮮やかな色調。アプリコット、洋ナシのアロマ。白いバラや香ばしいナッツの香
りを想わせる。

手間隙を惜しまないワイン造りを行い、環境保全にも力を入れているムレダ社は、更に体に優し
く高品質なワイン造りを目指しています。欧州最大のオーガニック畑で繰り広げられるワインに
対する情熱は日々熱さを増しています。生き生きとしたトロピカルフルーツのアロマとミネラル
の風味が感じられます。爽やかかつフルーティー。

＜カスティーノ＞　バルベラ・ダスティ　デル　ファン ＜アンゴーヴ＞　オーガニック　シラーズカベルネ

アリアーノ村は「バルベラの聖地」と呼ばれ、プルノット、キアルロなど有名生産者のグラ
ンクリュが並ぶ地域に畑を所有。最良の畑”ファン”で収穫、選果したブドウを使用。すみ
れの香り、しっかりした酸のある個性的なワイン。ピエモンテの郷土料理にはかかせない食
事酒。１２−１５日間の発酵後、ステンレスタンクで熟成。収穫から半年後にボトリング。新
鮮な果実味を残しつつボディのしっかりしたワインとなる。

1886年にウイリアムが航海船医としてオーストラリアに渡り病院を設立し、薬としてのワイン
造りを始めたのが始まり。オーストラリアの著名ワイン評論家“James Halliday”や著名ワイ
ンコラムニスト“Peter Forrestal”から絶賛！深い色合いをした趣のある刺激的なワイン。果
実の香りとスパイシー。ペッパーを想わせるニュアンス。優しく薫るオーク樽と混ざり合い、な
めらかな味わいが長く続く。

＜アンナ・スピナート＞　スプマンテ　オーガニック　ブリュット ＜アンゴーヴ＞　オーガニック　シャルドネ

厳格な基準も持つオーガニック農法を積極的に取り入れ、ブドウを栽培しています。アン
ナ・スピナート社では、「GMO FREE」宣言も行われており、そこで作られる作物は遺伝子
組み換えを行っていません。光り輝く黄金色の中で、繊細な持続性のある泡が立ち上りま
す。桃と香ばしいアーモンドの香りが広がり、フルーティで爽やかな味わいが長い余韻を残
します。

1886年にウイリアムが航海船医としてオーストラリアに渡り病院を設立し、薬としてのワイン
造りを始めたのが始まり。オーストラリアの著名ワイン評論家“James Halliday”や著名ワイ
ンコラムニスト“Peter Forrestal”から絶賛！緑色の穏やかな麦わら色。ピーチ・レモンとカ
ンタロープの香りと軽いオーク樽のブーケがハーモニーを奏でている。後味はなめらかで、魚介
料理全般に相性の良いワインです。



 

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。

201９年　春のリカーセレクション

No.033 今人気の山梨ワインをいち早く感じる
赤・白ワイン5本セット

日本ワインを代表する山梨において新規に開業したワイナリーの今注
目のワインと、老舗の醸造家による次世代の山梨の産地や品種の可能
性を感じさせるワインをいち早くコメント付きでご紹介いたします。

商品名

（旭洋酒）　天屋原甲州樽発酵

栽培家秋山氏が、山梨市・天屋原地区の凝縮感ある甲州を栽培！　旭洋酒の鈴木ご夫妻がエ
レガントな甲州を表現！アミノ酸の数値が高く研究圃場としても注目を集めている天屋原地
区の甲州を、秋山氏が収量制限等により個性をさらに発揮。洋梨のコンポート、カリンなど
の爽やかな香に加え、柑橘系果実味がたっぷりの中に、良質なオークの香りがバランスよく
感じられ、リッチなボディに仕上がっています。

（日本ワイン農業研究所）　アルカンヴィーニュ　HACHI

栽培家　竹田里子女史と醸造家　林忍女史により！夢のコラボレーション！甲州の新たな可
能性を追求勝沼町藤井地区は日本を代表する扇状地の中心地。日当たりが良く水はけの良い
最良地区。葡萄のポテンシャルを発揮させるべく、果皮や種からの成分を抽出し、天然酵母
により発酵。みかんやオレンジの香りの中に蜜のような甘い香りを感じ、タンニンもしっか
りと感じる甲州の新しい可能性を感じます。

（丸藤葡萄酒工業）　勝沼人の大地

栽培家竹田里子女史と、今話題の、日本を代表する醸造家　安蔵正子女史が、マスカット
ベーリーAの新時代を切り開く！勝沼町菱山地区標高400ｍの単一畑のマスカットベーリー
Ａを12か月樽熟成。菱山地区の個性を表現するべく、栽培は不耕起・草生栽培。醸造は天然
酵母発酵です。ブラックチェリーの香りの中に華やかなイチゴの香りと、スパイシーな味わ
いを感じる、華やかかつ上品な香と味わい。

（フジッコワイナリー）　隼山メルロー

栽培のプロフェショナル、久保田英雄氏が山梨市牧丘隼地区にてﾒﾙﾛｰを栽培　　醸造家　鷹
野ひろ子女史が醸す、山梨のメルローの新しいスタイル！久保田氏が栽培する標高600ｍの
隼地区産メルローを8ヶ月樽熟成。標高の高い地区で寒暖差が大きい地区からくる完熟した
黒い果実の香りに、樽から来るバニラ香がバランスよく配置されている。程よい酸味と柔ら
かなタンニン、渋みのバランスも良く、メルローの特徴を上手に表現しています。

（シャトージュン）　カベルネソーヴィニヨン

栽培家橘田氏が甲府市善光寺地区においてカベルネソービニヨンを栽培！　　醸造家仁林欣
也氏が山梨のカベルネソービニヨンのスタイルを一新！橘田氏が栽培する甲府市善光寺地区
と自社畑のカベルネソービニヨンをブレンド。樽熟成8ヶ月。甲府の夏の暑さを乗り越え凝
縮感ある葡萄を果実味たっぷりと醸造。カシス、ブルーベリーなどの香りを感じ、樽から来
るバニラやコーヒーの香りも感じられ、酸味と渋み、タンニンのバランスが良く、長期熟成
も良いボディです。



 

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。

グラン・シャンモリ　甲州シュール・リー　2017

甲州種ブドウは1200年以上前から栽培されているといわれる日本固有の品種です。厳選し
た山梨県甲州市勝沼町産のブドウを使用し、ブドウ本来の果実味を損なわないように、負荷
を極力控えた新鮮な果汁のみを使用してゆっくりと低温発酵。発酵後はシュール・リー製法
にて約6ヶ月間タンク内でワインと澱を接触させる事により、酵母の自己消化によるアミノ酸
等の旨味成分がワイン中に増加し、フレッシュ＆フルーティで豊かな味わいが特徴のワイン
となっております。

グラン・シャンモリ　樽熟成甲州　2017

厳選した山梨県甲州市勝沼町産葡萄使用。甲州葡萄本来の果実味を損なわないよう、搾汁の
際の負荷を極力控えた新鮮な果汁のみを使用。長年の経験によって選び抜かれたフレンチ
オーク樽を使用し、ワインの顔を見ながら一樽一樽熟成期間を管理することで、甲州の果実
味と樽から醸し出されるほのかなバニラ香がバランスよく調和しています。

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。

シャンモリ　山梨　甲州

山梨県産の甲州種ぶどうを100％使用。品種の特徴を踏まえ、シャンモリのワイン造りに一
致する酵母を吟味した甲州ワインです。香味のバランスがよく、余韻も程よく、スタンダー
ドの域を超えた味わいです。すっきりとさわやかで上品な口当たりは、和食と良く合い、日
本ワイン愛好家に広く支持される味わいです。

201９年　春のリカーセレクション

No.034　甲州白・スパークリングワイン5本セット

日本の固有種である甲州種の造りの違いを愉しむ5本セット。ナチュ
ラルな味わい、シュール・リーという独特の旨みを与える製法を用い
たもの、木樽を使った贅沢な味わいのワインなどさまざまな飲みくら
べをお愉しみいただけます。

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

日本/山梨

日本/山梨

日本/京都

日本/京都

日本/山形

※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。

マスカットベーリーA　樽熟成

穏やかな果実香と樽香がバランス良く上品な酸味が特徴です。

ラスティックマスカットベーリーA

ベリー系の香りと新樽のトースト香が融合したボリュームがあるミディアムタイプ。

黄金の丘　山梨　マスカットベーリーA

輝く透きとおった銀色のローブを感じる淡黄色、大地のミネラルを感じる香り

酸化防止剤無添加スパークリング　てぐみマスカットベーリーA

酵母の香りが豊かな辛口微発泡ワイン。酸化防止剤不使用、無濾過。

201９年　春のリカーセレクション

No.035　マスカットベーリーA
赤・ロゼ・ロゼスパークリング5本セット

日本の固有種であるマスカットベーリーＡの造りの違いを愉しむ5本
セット。スパークリングからナチュラルな味わいのロゼ、木樽を使用

したものまで幅広い飲みくらべをお愉しみいただけます。

商品名

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。



 

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。

2019年　春のリカーセレクション

No.036　トップクラス格付けシャトー　赤ワイン6本セット

格付けのトップに君臨する5大シャトーから、ムートン・ロートシルト、マル
ゴー、オー・ブリオンのセカンドワインを、そして1級に限りなく近い品質と
称され、スーパーセカンドと呼ばれる3本をご用意。ボルドーのトップクラス

のワインをご堪能ください。

商品名

＜シャトー元詰＞ル・プティ・ムートン　２０１５

画像添付

ポイヤックの1級シャトー「ムートン･ロートシルト」が1994年から出荷を始めたセカンド
銘柄。濃縮した果実味と力強いタンニンがムートンを彷彿させる素晴らしいワインです。

＜シャトー元詰＞パウ゛ィヨン・ルージュ・マルゴー　２０１５

画像添付

第1級格付けの「ＣＨマルゴー」のセカンド銘柄。マルゴー独特のエレガントさ、熟したカシ
スのような豊潤で深みのある味わいはセカンドとはいえ健在です。

＜シャトー元詰＞ル・クラランス・ド・オー・ブリオン　２０１４

画像添付

ドック地区外にもかかわらず1855年に第1級に格付けされた銘醸「CHオー・ブリオン」の
セカンドワイン。力強さと繊細さをあわせ持った味わいが特徴です。

＜シャトー元詰＞シャトー・パルメ　２００６

画像添付

マルゴー格付第3級。スーパーセカンドと言われるシャトーのひとつで、第1級に匹敵する高
い品質を誇る。香り高く、タンニンが多いにもかかわらず、まろやかな味わい。

＜シャトー元詰＞シャトー・レオウ゛ィル・ラス・カーズ　２０１４

画像添付

クリュ・クラッセ1級に迫る品質としてスーパー2級の呼び声の高いシャトー。カシスを想わ
せる香りと重厚でしっかりとしたボディを持つワインです。

＜シャトー元詰＞シャトー・ピション・ラランド　２０１４

画像添付

元々はピション・ロングヴィル・バロンとひとまとまりの畑でしたが、1864年に分割され
ました。近代設備を用いながら素晴らしいワインを生んでいます。



 

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。

ジュウ゛レ　シャンベルタン

画像添付

ブラックチェリーを思わせる果実味と美しい酸味を生かした、豊かで複雑味のあるワイン。
湿った土や鉄分など、ジュヴレ・シャンベルタンの特徴が出ています。湿った土や鉄分など
村の特徴が良く表現されています。ブラックチェリーを思わせる果実味と美しい酸味。

ムルソ－

画像添付

北のヴォルネー側の区画とカース・テット等のムルソーの丘の上部の区画を所有していま
す。リッチなワインですが重たく粘性のある印象はなく、香りはミネラルと白い花を思わせ
るフロ－ラルなニュアンスを持ち、メゾンの求めるエレガントな味わい。

ボ－ヌ　デュ　シャト－　プルミエクリュ　ル－ジュ

画像添付赤い果実のブーケ、果実味とエレガントさの絶妙なハーモニー、ほどよい骨格を持ちます。
ボーヌの17の一級畑のワインをブレンド。果実味と樽由来のふくよかさ、エレガントさのバ
ランスが絶妙です。ミシュラン星付レストランでオンリストされていたり、エアライン
（ファーズトクラス）でサーブされたこともあります。

ボ－ヌ　デュ　シャト－　プルミエクリュ　ブラン

画像添付
完熟した優しい果実味と、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。ボーヌの4つの一級畑のワインをブレンド。バニラの
ニュアンス、果実味溢れリッチな味わいが魅力的です。ミシュラン星付レストランでオンリ
ストされていたり、エアライン（ファーズトクラス）でサーブされたこともあります。

201９年　春のリカーセレクション

No.037　ブシャール･ペール･エ･フィス
赤･白飲み比べ5本セット

シャンパーニュ･メゾン「アンリオ」の傘下に入り、多大な投資を
人・畑・設備に行い、現在では専門誌では4ッ星を獲得するまでの高
い品質を誇る老舗生産者、ブシャール・ペール・エ・フィス。2016

年も2015年に続き、美味しい出来上がりです。

商品名

モンテリ－

画像添付ヴォルネ－とムルソ－という名だたる銘醸村のちょうど中間に位置し、その陰に隠れて目立
たない存在ですが、実力は十分。コストパフォ－マンスの高さでコ－ト・ド・ボ－ヌ地区を
代表するワインです。黒いベリー系果実にスミレのニュアンスも加わるリッチな香り。口当
たりは温かみのある後味が特徴。



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。

＜ビーニャ・バルディビエソ＞バルディビエソ　ブリュット　ロゼ

画像添付
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。

＜サンテロ＞ピノ　ロゼ

画像添付
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。

＜ロータリ＞ロータリ　ブリュット　ロゼ

画像添付
世界50カ国以上で愛されているロータリ。淡い輝きのあるシルバーピンク色で、チェリー
や、リンゴ等の可愛らしい新鮮な果実香が豊か。フレッシュな酸味と、程よいボディがあり
ます。

＜ルイ・ピカメロ＞クレマン・ドブルゴーニュ　ロゼ　ブリュット

画像添付

ピノ・ノワール種を主体に造られる大変美しいピンク色をしたクレマン。非常にフルーティ
で赤い果実の味わいがあります。アペリティフとして飲むのに最適。

＜ドメーヌ・ジ・ロレンス＞クレマン・ド・リムー　ロゼ　Ｎｏ．７

画像添付

＜アルティーガ・フステル＞ダミア　カバ　ブルット　ロゼ

画像添付
シャンパーニュ製法で造られるロゼ・スパークリング。美しいチェリー・ピンクの色調、ラ
ズベリーを想わせるフルーティーなアロマ。繊細な泡立ちとピノ・ノワール由来のボディが
あります。

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。

2019年　春のリカーセレクション

No.038　世界の辛口ロゼスパークリングワイン8本セット

クレマンが2本も入った世界各国のロゼスパークリングワインのセット。さらに、スペインのカヴァや
イタリアはトレント産のシャンパーニュ製法のロゼと、満足いただけること間違いなしのラインナップです。

商品名 商品名

＜クリテール・ブリュット・ド・ブリュット＞
ウ゛ーウ゛・デュ・ウ゛ェルネ　ロゼ

画像添付

＜ボデガ・ナバロ・コレアス＞
ナバロ・コレアス　ブリュット　マルベック　ロゼ

画像添付
フレッシュなフランボワーズなど赤系果実の溢れるアロマ。繊細で美しいロゼ色の泡立ち。
甘酸っぱくキュートな果実味と柔らかい泡の調和が見事なバリューロゼスパークリングで
す。

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。



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。

シャトーフルールリゴー シャトーフローリーオード キュヴェエスペサス

ペパーミントノート、ブラックベリー、カシスの力強いフルーティな香り

201９年　春のリカーセレクション

No.039　金賞受賞ボルドー　赤ワイン12本セット

12種類、すべて2016年ビンテージで飲みくらべを愉しむ、毎号大人気のセット。同一年ワインの飲みくらべを通じて、造り手、テロワー
ル、品種等、味わいや香りの幅をじっくりご堪能ください。

商品名 商品名

熟した赤い果実のアロマティックな良い香りが持続します。非常にしなやかで心地よい、まろ
やかな味わいです。

シャトーデュオーケレ シャトーラグラーヴペイネ

紫がかったルビー色、熟した果物の香り 濃いルビー色、 赤果実の美しい香り、ウッディで複雑な香り

シャトーオーシュヴァリエ　キュヴェ コムテブレイナン

ラズベリーやカシスのようなフルーティで柔らかさのあるアロマと、バランスの良い味わい
です。

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

シャトージャンデべレール シャトーラパーズ

ブラックベリーやブルーベリーのような黒果実の香り。 華麗なルビー色、ブルーベリーなどのフルーティーな香りとバニラの香り

シャトーアルノー デュックデメイネ

美しい紫色、とても心地良いノーズで、新鮮な果物やすみれの香り
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

シャトーブーテメルシエ シャトーデオーペリション

クリアで鮮やか、深みのあるルビーレッド色。バニラのニュアンスがある。柔らかでフレッ
シュ、しなやかでしっかりとしたタンニンとクリーンで余韻の長い後味がある

美しいルビーレッド、トースト香と熟した果実の心地よくフルーティーで素晴らしい芳香ある
香り



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。

＜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。

201９年　春のリカーセレクション

No.040  旧世界辛口スパークリングワイン8本セット

フランス・イタリア・スペイン・ドイツ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お愉しみいただけます。

商品名 商品名

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。

＜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。

＜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。

＜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。

＜カンティーナ・ヴァルパンテーナ＞プロセッコ・カングランデ

クリーミィな泡立ちで熟した青リンゴやを思わせるフルーティで柑橘系の弾けるような果実
味が残るのが魅力の、昔ながらのプロセッコ。

＜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。



国/地域 画像 国/地域 画像

フランス／
コートデュ
ローヌ

イタリア/　　　
　モリーゼ

フランス/　　
　　ボルドー

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/カス
テーリャ・ラ・
マンチャ

イタリア/　　
　　ヴェネト

スペイン/カス
テリーリャ・
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。

＜レミー・フェブラ＞コスティエール・ド・ニーム・セラベル ＜サンツェノーネ＞モリーゼ・カベルネ・ソーヴィニヨン

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。

201９年　春のリカーセレクション

No.041　旧世界周遊赤ワイン10本セット

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
さまざまな地域からさまざまな品種の赤ワインを集めた旧世界を識る、飲みくらべのセットです。

商品名 商品名

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ています。

＜ボルドー＞セニョール・ド・ラ・トゥール ＜フォルトゥーナ・ワインズ＞オライア・ロブレ

カシスやブラックベリーの香り、良く熟した赤い果実味とチャーミングな丸み、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。

プリエトピクードと言う昔からレオンに有る補助的品種を主体に造られる珍しいワイン。ダー
クチェリーとカカオに少しスパイス、ソフトなタンニンと長い余韻が心地良い。

＜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

＜ミゲル・カラタユド＞ベガバル・プラタ・クリアンサ

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。

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。

＜コッリ・ヴィチェンティーニ＞ピノ・ネーロ・デッレ・ヴェネツィエ ＜クリスト・デ・ラ・ベガ＞マルケス・デ・カスティーリャ・バリッカ

木イチゴやチェリー、プラムの華やかでフルーティな香り、柔らかな口当たりと心地よい余
韻。

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。

＜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。



 

国/地域 画像

イタリア
アルト・アディジェ

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

フランス
ロワール

※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>　メルキュレ

鮮やかなルビー。ラズベリーやダークチェリーなどの果実香が華やかに感じられる。口の中
でも爽やかな果実味が中心となり、しなやかで滑らかなテクスチャー。若いうちから楽しめ
る、懐の深い味わい。

<ドメーヌ・アルバン>　ロブラン・サンセール・ルージュ

代々引き継がれた古木を守る伝統派！研ぎ澄まされた自然派サンセール。赤い果実の豊かな
果実香やほのかなスパイス香。繊細な果実味と軽快な酸味、余韻が長い飲みやすい中重口タ
イプ。

＜アン・ド・ジョワイユーズ＞　テロワール・デ・ダイナソー　ピノノワール

南仏の恵まれた気候の中、リュット･レゾネ(減農薬農法)で栽培された糖度の高いブドウから
造られています。凝縮感のある果実味と､まろやかで厚みのある味わいが口内で心地よく広が
り､渋味が穏やかです。自社の畑から｢恐竜の化石｣が発見されたことにちなんで､ラベルに恐
竜がデザインされています。

<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。ブレンドに用いられるコート・
ド・ニュイのワインは深みのあるタンニンをもたらし、コート・ド・ボーヌのワインは果実
味を与えます。ピノ・ノワール品種の個性を非常によく表したワインです。

201９年　春のリカーセレクション

No.0４２ 国・産地別ピノ・ノワール
赤ワイン飲みくらべ5本セット

「ルビーの宝石」とも称される、高貴なぶどうの代表格ピノ･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。国・産地

によってさまざまな味わいがお愉しみいただけます。

商品名

<ギルラン>　ピノノワール・パトリシア

ピノノワールに最適な畑で育てられ、オーク樽で15ヶ月、瓶内で3ヶ月熟成。バニラの風味
とビロードのような繊細な口当たり。



国/地域 画像 国/地域 画像

フランス／
ヴァルドロ
ワール

イタリア/　　　
　ヴェネト

フランス/　　
　　南西地方

イタリア/　　　
　モリーゼ

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。

＜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

＜ヴァルパンテーナ＞バロンチーノ・シャルドネ

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。

201９年　春のリカーセレクション

No.043  旧世界周遊白ワイン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たセットです。

商品名 商品名

ミルキーな印象に混じるパイナップルの酸がバランス良く、シャルドネの厚みがしっかりと感
じられる大人気の白。

＜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

＜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

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。

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。

＜メゾン・フランソワ・ラベ＞ラベ・ソーヴィニヨン・ブラン・ヴァン・
ドゥ・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 ＜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

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。

国際コンクールでも評価が高いトップクオリティのヴィーニョ・ヴェルデ。フローラルな芳香
に熟した桃の香り、爽やかでピュアで深く長く続くフィニッシュが心地良い。

＜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。

＜ヴァルパンテーナ＞ピノグリージョ

少し遅摘みの人気品種ピノ・グリージョを使用。グレープフルーツ、青リンゴなどのはつらつとしたフ
レッシュフルーツなどを思わせる香り高く爽やかな味わい。



 

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。

201９年　春のリカーセレクション

No.0４４　生産者別・シャブリ白ワイン5本セット

ブルゴーニュを代表する人気白ワイン・シャブリ。各インポーター渾
身のおすすめの1本をセレクトしました｡生産者によって異なるさまざ

まな味わいが愉しめる5本セットです｡

商品名

<ドメーヌ・シャンソン>　シャブリ

繊細なミネラル感と共にグレープフルーツとアーモンドの風味が感じられ、ピュアで明瞭。
すがすがしいミネラル感を伴った程よい余韻。

＜シャンピー＞　シャブリ

レモンのような柑橘系果実の香りと、はつらつとした酸味も魅力です。果実味はもちろんあ
りながらそれを上回るミネラル感があり、キリッと引き締まった味わいが印象的なワインで
す。

<ルイ・ジャド>　シャブリ　セリエ・ド・ラ・サブリエール

グレープフルーツ等の新鮮な柑橘系の果実や白い花を思わせる香りがします。果実味のある
心地よい酸味が特長です。

<ドミニク・グリュイエ> 　シャブリ

輝きのある淡い黄色。テロワール由来のミネラル香。とても繊細で、慎み深く、白い花、果
肉の白い果物、ヨード香。口に含んでもデリケートさは変わらず、レモンや洋梨の風味。生
き生きとした酸味とピュアなミネラル。果実味の充実感もあり、バランスがよい。

<ドメーヌ・コリンヌ・エ・ジャン・ピエール・グロッソ>　シャブリ

有機肥料を使用し、農薬を極力使用しない手間隙かけた最高の造り。完熟した白い果実と
シャブリらしいミネラルのバランスのとれた辛口。



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/
ラツィオ

イタリア/
プーリア

イタリア/
トレンティーノ・
アルト・アディ
ジェ

イタリア/
シチリア

イタリア/フリウ
リ・ヴェネツィ
ア・ジューリア州

イタリア/
アブルッツォ

イタリア/
ヴェネト

イタリア/
カンパーニャ

※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。

＜モリーノ＞ランゲ・アルネイス　シビッラ ＜ヴィア・カッシア＞キアンティ

柑橘フルーツ、アカシアの花などの複雑な香り。フレッシュでボリュームがあり余韻も長い。

ブドウ品種　：　アルネイス

201９年　春のリカーセレクション

No.045　品種の宝庫イタリアワインの多様性を愉しむ　10州10品種　赤白ワイン10本セット

品種の個性もワインの愉しみのうちの一つ。
かつて小国の集まりだったイタリアは各地に根付いた土着品種が多く存在しています。

代表的な１０州から１０品種をチョイスしたイタリアの垂涎セットです。

商品名 商品名

赤い果実の香りに綺麗な酸が特徴的な、穏やかでバランスよい味わい。

ブドウ品種　：　サンジョヴェーゼ主体

＜ボルジェーゼ＞　フラスカーティ ＜サンヴィート＞ネグロアマーロ

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。

ブドウ品種　：　マルヴァジア主体

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。

ブドウ品種　：　ネグロアマーロ

＜コルタッチャ＞　ピノ・ビアンコ ＜エッセンツァ＞　シラー

北の産地らしい非常に綺麗な酸が特徴的な繊細でエレガントな味わい。

ブドウ品種　：　ピノ・ビアンコ

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。

ブドウ品種　：　シラー

＜アルトゥリス＞　リボッラ・ジャッラ ＜ラ・クエルチャ＞モンテプルチアーノ・ダブルッツォ

白桃やアカシアの花を想わせる上品な香り。フレッシュで深みがあり、丸みを帯びた味わい。

ブドウ品種　：　リボッラ・ジャッラ

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。

ブドウ品種　：　モンテプルチアーノ

＜ラ・クエルチャ＞メルロー ＜オコネ＞　ヴィン・ジョコンド　アリアニコ

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。

ブドウ品種　：　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。
ブドウ品種　：　アリアニコ



国/地域 画像 国/地域 画像

イタリア/フリ
ウリ・ヴェネ
ツィア・ジュー
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/　　　
 ヴェネト

イタリア/　　　 
マルケ

イタリア/　　　
 ピエモンテ

イタリア/　　　 
プーリア

イタリア/　　　
 トスカーナ

イタリア/　　　 
シチリア

イタリア/　　　
 マルケ

イタリア/　　　 
ヴェネト

イタリア/　　　
 プーリア

イタリア/　　　 
ピエモンテ

※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。

ヴァッレ　ミケランジェロ・ロッソ ヴァッレ　ラファエロ・ビアンコ

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ている人気のワ
イン。イギリスでもベストセラー。紫色を帯びた深紅色、赤い果実やスパイスの香り。味わ
いはまろやかで、ビロードのような厚み、濃い色の果実の風味が感じらます。

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ている人気のワイ
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。

201９年　春のリカーセレクション

No.046  イタリアを旅するワインバラエティ12本セット

幅広い味わいのイタリアワインから赤・白・スパークリングワイン12本をセレクトしました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　バラエティに富むイタリアワインの飲みくらべを愉しめるセットです。

商品名 商品名

ネグラール　パッサテンポ・ロッソ オッフィーダ ファレリオ

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
ひとつです。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
余韻を感じます。ラインナップにはガンベロ・ロッソ・トレビッキエーリ獲得ワインも所有
しています。

マルケソムリエ協会一押しのワイナリーです！土着品種のパッセリーナ、ペコリーノを中心に、
赤ブドウも多数栽培しています。地元マルケ州では、コスパに優れたワインとして高い評価を得
ており、ペコリーノ、ヴェルディッキオなど白ワインは魚料理に合うワインとして人気がありま
す。ピーチやアプリコット系の香り。フルーティーな果実のバランスのとれた味。ステンレス熟
成。前菜、パスタやリゾット、白身の肉や魚料理に合います。

カスティーノ　ピエモンテ・バルベラ フェウディ・ディ・グアニャーノ　サレント ・ビアンコ

アンティノリ、プルノット、ブライダ、コッポ、ミケーレ・キアルロ、チェヴィエッティ、
マルケージ・ディ・バロー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。

2002 年プーリア州北サレントに設立。ギリシャ時代より受け継がれたネグロアマーロをはじ
めとして、白ブドウではヴェルデカの栽培を継承するために、耕作放棄された農地を買い取り畑
を守ることが使命であると考えています。ライムやリンゴ、繊細な花の香り、新鮮で爽やかな酸
味を持つ風味の良いワイン。ステンレスタンク発酵。樹齢２５−３０年棚仕立て、手摘み収穫。

トランブスティ　キャンティ・チェルサス コントリ　コルテ・ビアンコ・シチリア

1934年創業。キャンティ品質向上に務め、1994年のキャンティDOCG認定に大きく貢献
したワイナリー。生き生きとしたルビーレッド。味わいはさっぱりとしてバランスがとれ、
風味も良く、繊細なタンニンは時間がたつにつれてビロードのように滑らかで、上品な印象
があります。ブーケは華やかですみれを感じさせ、熟成により、より一層洗練された香りに
なります。

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し
ています。黄金色、柑橘類、サルヴィア、ミントの香り、いきいきとした酸味、果実味のバラン
スがよく、心地よい後味のワイン。魚介料理、鶏肉などの白身の肉、若いチーズに良く合いま
す。

オッフィーダ　ピチェーノ コントリ　エリート・キュヴェ・ブリュット

地元マルケ・ソムリエ協会が一押しするワイナリー。土着品種を中心に、サンジョヴェー
ゼ、シラー、カベルネなどを栽培しています。地元マルケ州では、コスパに優れたワインと
して高い評価を得ております。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合います。

1930年代設立。イタリア国内はもちろん、世界30カ国以上に輸出しています。淡い麦わら
色。きめ細やかな気泡と、かすかなオレンジの花を感じさせる香りの高さが特徴です。しなやか
で、奥深さのある生き生きとした味わいです。エレガントでフルーティな味わいをお楽しみいた
だけます。

フェウディ・ディ・グアニャーノ　サレント ・ロッソ カスティーノ　スプマンテ キュヴェ・ブリュット

2002 年プーリア州北サレントに設立。ギリシャ時代より受け継がれたネグロアマーロ栽培
を継承するために、耕作放棄された農地を買い取り畑を守ることが使命であると考えていま
す。樹齢７５年の樹を有するアルベレッロ方式の畑では伝統的手法を守り、最高品質のワイ
ンを生産している。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。

1854年設立。19世紀から続く家族経営の生産者は、イタリア全土でも２％ほどしか残ってい
ないと言われている。７代目のアンジェロ氏は日常生活によりそうワイン造りを心掛けていま
す。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、余韻が長いワインです。



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。

＜バロンアルベール＞　シャンパーニュ・ジャンデュクレール ＜コントリ＞エリート・キュヴェ・ブリュット　

現在バロン・アルベール家はヴァレ・ド・ラ・マルヌ地区に38ヘクタールの広さの7つの異
なった畑を所有し、注意深くかつ愛情を持ってブドウ栽培を行っています。高品質のシャン
パーニュを造る為のノウハウは家族代々受け継がれ、現在30万本を生産するまでに急成長を
遂げています。ギドアシェットでも評価されるハイコストパフォーマンス、人気のベストセ
ラー・シャンパーニュです。レストランで大変人気の1本です。柑橘系の香りと花の香しさ、
リンゴ、チェリー、アーモンドの味わいが広がります。

1930年代設立。イタリア国内はもちろん、世界30カ国以上に輸出しています。淡い麦わら
色。きめ細やかな気泡と、かすかなオレンジの花を感じさせる香りの高さが特徴です。しなやか
で、奥深さのある生き生きとした味わいです。エレガントでフルーティな味わいをお楽しみいた
だけます。

201９年　春のリカーセレクション

No.047  シャンパーニュとフレンチスパークリングVS世界のスパークリング飲みくらべ8本セット

大人気のシャンパーニュとフレンチスパークリングを、ヨーロッパを含む世界のスパークリングワインと
お飲みくらべいただける贅沢なワインセットです。

商品名 商品名

＜ファビアン・グロス＞リュクス　No.1 ＜トレオリア＞テンプス・トレス・ブリュット・レゼルバ

オーナーであるファビアン・グロス氏は「新星の醸造家」と言われ注目され、ギドアシェッ
トやデカンター等で高い評価を得ています。シャルドネ100％のブランドブランで造られて
います。果実とブーケの香り、バランスの優れたスパークリングワインです。

専門誌で高い評価のトレオリア。しっかりとしたストラクチャーと飲みごたえ抜群のボディと味
わいを持つコストパフォーマンス抜群のカヴァ・レゼルバ。金色を帯びた美しい麦わら色。緻密
で繊細な泡が特徴です。味わい、香り、色調、泡立ち全てに亘ってのバランスの良さが際立ち力
強い味わい。前菜、パスタ、魚介類と相性の良いスパ-クリングワインです。

＜エドモンドテリー＞　ブリュット ＜アンゴーヴ＞チョークヒルブルー・スパークリング　

20世紀の初めからサロン・ド・プロヴァンスでブドウ栽培を始めた古い生産者。メソッド・
トラディショナルにこだわり繊細なキュヴェを造り続けています。ナッツの香り、ブリオッ
シュとアーモンドの風味を持ち合わせます。

オーストラリアの中でも長い歴史をもつ伝統のワイナリー。さわやかで果実味も豊か、シャープ
な口当たりそっかりとしたボディを持ちながら、すっきりしており、人気です。真珠のような泡
が美しく、レモンのような酸味をアクセントにした淡麗で爽快な味わい。キリリと冷やして、喉
越しとすっきりした味わいを楽しみたいワインです。

＜グレイマン＞　ブリュット　 ＜ヴィーニャ・ラ・ローサ＞ラ・パルマ・シャルドネ・ブリュット

前身は1865年創立で長い伝統があります。シャルマー方式を生み出した醸造学者シャル
マーも創始者の一人であるため、ワイン造りの指導的立場にあります。現在も、この「シャ
ルマ法」と呼ばれるスパークリングの製法は、イタリアのスプマンテやフランスのヴァン・
ムスーを筆頭に世界中数で採用されています。みずみずしいハーブの香りとスッキリとした
味わいで爽やかほのかに残る甘いニュアンスが様々な料理を演出します。

1824年オッサ家によって設立された家族経営のワイナリー。現在850haの広大なブドウ畑を
所有し、高品質なワインを造る為の醸造設備の投資を行いました。その結果、世界が認める名門
ワイナリーに成長しました。今では「驚きのコストパフォーマンスを造るワイナリー」と評され
ています。柑橘類、ピーチなどのフレッシュで果実味豊かな香りと絶妙なバランスを持ち合わせ
た辛口スパークリングワインです。
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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。

カマルサック　ボルドー　ルージュ　2016

アントル・ドゥ・メール地区から生産される、メルロー種主体のまろやかなタンニンをも
つ、飲みやすいタイプ。

ソース・ド・リヴラン　2014

所有する27haのブドウ畑から生まれるワインのうちの約半分を占めており、栽培面では一部
オーガニック農法なども取り入れつつ、また醸造面においてはメドックの伝統的な手法に、
自然環境を考えた近代的な製法の融合。有名コンサルタント　エリック・ボワスノ氏が指揮
をとる、メドックらしい力強さと上品さを兼ね合わせた一本

シャトー　ロスピタル　ルージュ　2015

１７８０年にシャトーが建設された当時の所有者ジャック・デ・ロスピタルに由来していま
す。スミレの香りにクローブなどのスパイスやスモークのニュアンスが感じられます。果実
味が強くタンニンもありますが、深みのある味わいにまとまっています。

Z　リュック　ティエポン　2012

熟れた黒果実を思わせるアロマ。ブラックベリーやブルーベリー、カシスリキュールにスミ
レや薔薇の様なフローラルなニュアンス。そこに土や枯れ草のニュアンスが感じられます。
タンニンは良く熟しており、丁寧な葡萄の選別が感じられ、滑らかで品の良い酸と果実味の
バランスが絶妙。かなり本格的な左岸のボルドーらしい味わいがお楽しみ頂けます。

シャトー　ロムフォール　2013

シャトーアンジェリスの共同所有者であり、醸造＆コンサルトとして著名なユーベル・ド・
ボウアール氏が監修を行うシャトー。シャトー・ラモット・ベルジュロンは起源を中世にま
で遡る歴史あるシャトー。現在はシャトー・グラン・ピュイ・デュカスのオーナーが所有し
ている。サン・ジュリアン村と境を接するキュサック村の小高い丘に位置し、水はけの良い
砂利質土壌の畑から毎年、安定した高品質のボルドーワインが造り出されることで定評があ
ります。熟した黒系果実、スパイス、控え目な樽香を感じる。口に含むと滑らかなタンニン
と膨らみのある黒系果実のエキスを感じ、クローブやシナモンなどの香辛料、さらに柔らか
なミネラルの味わいが楽しめる、セカンドワイン。

201９年　春のリカーセレクション

No.048　ビンデージの違いを愉しむ！
赤ワイン飲みくらべ6本セット

フランスのボルドー地方で優良ビンテージと言われている2015
年を含む、ビンテージの違いを愉しむ赤ワインの飲みくらべ。
人気銘醸地が醸す、滑らかな飲み口、深みのある香りや味わい

をお愉しみください。

商品名

シャトー　ピエール　ド　モンティニャック　2011

Ch.グリュオ・ラローズ、Ch.シャス・スプリーン、Ch.オー・バージュ・リベラル、Ch.シト
ランといった数々の有名シャトーを所有するメルロー家が持つシャトーです。プラムやブ
ラックベリーの果実味、そこに樽熟成による樽香が加わり適度なタンニンと酸とのバランス
も良く、とても上手に仕上がった赤ワインです。
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＜コオペラティーバ・アグラリア・サンタ・キテリア＞イゲルエラ　赤
＜ザ・フェア・ウ゛ァレー・ワインカンパニー＞フェアウ゛ァレー　ピノ
タージュ

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%

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%

＜ドミニオ・デ・プンクトゥン＞ロベティア　テンプラニーリョ ＜ビニェードス・エラスリス・オバリェ＞パヌール　カルメネール

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：カルメネール 100%

＜ブティノ＞ケープ・ハイツ　シラーズ ＜ボデガス・カリア＞アルタ　マルベック

ラズベリーやチェリーの果実味が溢れだす赤ワイン。黒胡椒等のスパイスも香り立ち、ミネ
ラル感にも優れます。完熟果実のソフトな口当たりが特徴のシラーズです。　　　　　ブド
ウ品種：シラーズ 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%

＜ビカール＞デル・スール　メルロー　レセルバ ＜カンティーネ・エウロパ＞ロチェーノ　ネロ・ダーウ゛ォラ

完熟したプラムやブラックチェリーの溢れるアロマにバニラやキャラメルのアクセント。口
当たりは柔らかく、芳醇な果実味と滑らかなタンニンが溶け合う妖艶なメルローです。ブド
ウ品種：メルロー 100%

シチーリアを代表する地品種、ネロ・ダーヴォラから造られる果実味豊かな赤ワイン。美しい
赤紫色、カシスやチェリーのような完熟した果実の香り、滑らかなタンニンが特徴です。ブド
ウ品種：ネロ・ダーヴォラ 100%

＜ドメーヌ・ポール・マス＞レ・タンヌ　オクシタン　ピノ・ノワール ＜サン・マルツァーノ＞イル・プーモ　プリミティーウ゛ォ

南仏、ラングドック地方のピノ・ノワール100％のワイン。ジューシーな果実味と、柔らか
く流れるようなタンニン。程よいコクのある、飲み心地の良い味わいのワインです。
ブドウ品種：ピノ・ノワール 100%

スミレ、チェリーやプラムなどのアロマにバニラやローズマリーなどのハーブのニュアンス。
豊かな果実味、ソフトなタンニンとバランスの良さが魅力の飲み心地のよい赤ワインです。ブ
ドウ品種：プリミティーヴォ 100%

2019年　春のリカーセレクション

No.049　12品種モノ・セパージュ赤ワイン飲みくらべ12本セット

世界各国のバラエティ豊かな赤ワイン品種12品種をすべてモノ・セパージュにて集めました。
ぶどう品種による味わいの違いを存分にお愉しみいただけるセットです。

商品名 商品名

＜バートン・ウ゛ィンヤーズ＞ファウンド・ストーン　カベルネ・ソー
ウ゛ィニヨン

画像添付

＜カンティーナ・エ・オレイフィーチョ・ソシアーレ＞ドモード　サンジョウ゛ェーゼ

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%

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%
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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。

＜ビニェードス・エラスリス・オバリェ＞パヌール　シャルドネ ＜ボデガス・アバニコ＞シンフォニア　ベルデホ

白桃や洋ナシ、バナナを想わせるフルーティな香り。熟した果実の味わいと同時に新鮮さも持
つ大人気の白ワインです。ブドウ品種：シャルドネ 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%

2019年　春のリカーセレクション

No.050　12品種モノ・セパージュ白ワイン飲みくらべ　12本セット

白ワインの代表的な12品種で造られた世界各国のモノ・セパージュを飲みくらべできるセットです。
フルーティなものや爽やかな辛口までぶどう品種の魅力をお愉しみいただけます。

商品名 商品名

＜ドメーヌ・ポール・マス＞コーテ・マス　ミュスカ・セック ＜ビーニャ・バルディビエソ＞バルディビエソ　ソーウ゛ィニヨン・ブラン

マスカットやライチなどの華やかな香りが特徴。乾いた喉と味覚を潤す最高のアペリティフで
す。さっぱりとした味わいはアフターに爽快感を残し、スパイシーな料理ともよく合います。
ブドウ品種：ミュスカ 100%

トロピカル・フルーツのアロマと芝を想わせるノーズ。綺麗な酸とフレッシュでクリスピーな味
わいが特徴のソーヴィニヨン・ブラン。飲み飽きしない白ワインです。
ブドウ品種：ソーヴィニヨン・ブラン 100%

＜サン・マルツァーノ＞エステッラ　モスカート ＜ビカール＞デル・スール　ゲウ゛ュルツトラミネール　レセルバ

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%

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%

＜カンティーナ・エ・オレイフィーチョ・ソシアーレ＞ドモード　トレッビ
アーノ・ダブルッツォ

＜サザン・バンダリー・ワインズ＞ザ・スプリングス　リースリング

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%

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%

＜カーサ・ウ゛ィニコラ・サルトーリ＞ピノ・グリージョ　オーガニック ＜ブティノ＞ケープ・ハイツ　ウ゛ィオニエ

イタリアでオーガニックワインの認定を受けたピノ・グリージョ種のワイン。青リンゴや洋ナ
シなどの爽やかな香り。柔らかい口当たりと余韻に感じる心地良い苦味が魅力です。　
ブドウ品種：ピノ・グリージョ 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%

＜カンティーネ・エウロパ＞ロチェーノ　グリッロ
＜ザ・フェア・ウ゛ァレー・ワインカンパニー＞フェアウ゛ァレー　シュナ
ン・ブラン

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：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。

【モエ・エ・シャンド】 モエ アンペリアル 【ゴネ・シュルコヴァ 】  キュヴェ　ゴネ　シュルコヴァ　ブリュ　ブラン　ド　ブラン                   

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

201９年　春のリカーセレクション

No.051　グランメゾンVS小規模生産者ハーフサイズシャンパーニュ飲みくらべ10本セット

バラエティに富んだ味わいを愉しめるハーフシャンパーニュの10本セット。グランメゾンのポピュラーな味わいとこだわりの小規模生産者
のテロワール、セパージュ、造りの違いに伴う味わいの差を飲みくらべてみてはいかがでしょうか。ちょっとしたパーティにも持ってこいの

飲み切りサイズです。

商品名 商品名

コート・デ・ブランに位置する　シャルドネにこだわりを持つメゾン。100％シャルドネでくく
られる彼のブラン･ド･ブランは繊細な舌触りのまろやかで新鮮な味わい香り高く快活な印象。ア
ペリティフに最適

【ヴーヴ・クリコ】 イエローラベル 【ヴァンサン・ラムルー】 トラディション　ブリュット

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。

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

【アンリオ】 ブリュット　スーヴェラン 【ジョゼ・アーディナ】  カルト　ドール　ブリュット                           

"Souverain"とは「至高の」という意味。ピノ ノワールとシャルドネ、約50%ずつを使用、
リザーブワインの比率は25%、瓶熟期間は3～4年とスタンダードキュヴェでありながら、
贅沢な造り。白い花やブリオッシュなどを思わせる香りに、しっかりミネラルに支えられた
美しくクリーミーな風味が特徴。

自然の力を最大限に生かす一族経営の生産者。ピノ・ムニエが主体。繊細な薫りと果実味を感じ
る1本

【ルイ・ロデレール】　ブリュット・プルミエ 【ダニエル・ペラン】　ブリュット　レゼルヴ

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・バールの南に位置する　ユールヴィル村の家族経営のメゾン。自然環境に配慮した
シャンパーニュ造りをモットー。まろやかで、エレガントな印象のアペリティフに向くシャン
パーニュ

【ドゥーツ】　ブリュット・クラシック 【シャンパーニュ・ラジル・エ・フィス】カルト　ブランシュ　ブリュット　　　　　　　　　

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！！

2005年からシャンパーニュを造り始める新進気鋭のメゾン。ピノムニエを使用した、フルー
ティで柔らかいアロマご特徴的なシャンパーニュ。



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

＜ローラン・パタイユ＞マルサネ・エ・シュゾー

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。

201９年　春のリカーセレクション

No.052　フランス地域別ハーフワイン飲みくらべバラエティ10本セット

クレマンとシャンパーニュ、産地や品質違いの白や赤ワイン各生産地を代表する個性的で魅力あふれるワインを
本格的に飲みくらべいただけるハーフワインボトルのセット。フランスワインを学びたいという方にもぴったりです。

商品名 商品名

現在プルミエクリュに申請中の畑。ラズベリーやプラム、リコリスの風味、柔らかい果実味で
繊細、上品なブルゴーニュ。

＜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
＜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

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。

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。

＜アルベール･パックロー＞ミュスカデ･ドゥ･セーヴル･エ･メーヌ･シュー
ル･リー・ドメーヌ・ドゥ・レピネ

＜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

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。

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。

＜シャルル・スパー＞ リースリング ＜ビュルク＞カオール・シャトー・ピネレ

スッキリとフルーティでミネラリーな香りが空気を含ませると白桃や洋ナシのイメージに変
わり、最後にはパイナップルなどの熟したエキゾチックフルーツの印象が残る。

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。

＜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

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。



 

国/地域 画像

オーストラリ
ア/バロッサ

オーストラリ
ア/バロッサ

ニュージーラ
ンド/マルボロ

アメリカ/カリ
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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。

201９年　春のリカーセレクション

No.054　ニューワールド赤ワイン飲みくらべ6本セット

アメリカ、オーストラリア、ニュージーランドから、色々な品種の赤
ワインを集めた限定セット。フルーティーなタイプから重めのタイプ

まで、土地や品種の違いを存分に愉しんでいただけます。

商品名

マーヴェリック　ブリーチェンズ　シラーズ　バロッサ・ヴァレー

2005年設立のワイナリーにして専門誌で高評価を得る躍進中のワイナリー！オーガニック＆
ビオディナミ。樹齢の古い歴史ある畑を所有し、暑いバロッサでも灌漑をせずに育つ最高の
畑からのシラーズは、黒系果実の凝縮感とスパイシーなテイストが人気。お肉料理と！

マーヴェリック　ブリーチェンズ　グルナッシュ　バロッサ・ヴァレー

2005年設立のワイナリーにして専門誌で高評価を得る躍進中のワイナリー！オーガニック＆
ビオディナミ。樹齢の古い畑からのグルナッシュは、ベリーやチェリーのジャムのような旨
みと、シナモンのようなスパイス感。グルナッシュならではの穏やかな酸も心地よいバラン
ス。

ハンターズ　ピノ・ノワール　マルボロ

冷涼なワイン産地として有名なマルボロを代表するワイナリーのひとつ。現オーナーの
ジェーンは「世界のトップ女性醸造家」にも選出されている実力派。ベリーやプラムのよう
なふくよかな果実味と、リッチでしなやかな味わいも持ち合わせた上品なピノです。大きな
グラスでどうぞ。

マッド・ジャック　カベルネ・ソーヴィニョン　
リザーヴ　ノース・コースト

ソノマの名門ワイナリーに日本向けに生産をお願いしている限定ブランド。上質なアレクサ
ンダー・ヴァレーからの葡萄を使用したワンランク上のカベルネ。熟した赤系果実の香りに
適度な渋みと柔らかいバニラのニュアンスがカリフォルニアらしいスタイル。

フェス・パーカー　パーカー・ステーション　
カベルネ・ソーヴィニョン

元ハリウッド・スター「フェス・パーカー」氏により設立されたワイナリー。このパー
カー・ステーションは気取らないカジュアルさが人気。ブラック・ベリーなどのたっぷりし
た果実味とスムーズな渋みがエレガントにまとまった明るい印象の赤です。

マッド・ジャック　ジンファンデル　カリフォルニア

ソノマの名門ワイナリーに日本向けに生産をお願いしている限定ブランド。このカジュアル
なスタイルのジンファンデルは、熟したプラムやラズベリーの果実味に独特のスパイスの
ニュアンス。フルーティーで飽きの来ない味わいはカジュアルなイタリアンやBBQと相性抜
群！



 

国/地域 画像

オーストラリ
ア/バロッサ

オーストラリ
ア/バロッサ

南アフリカ/
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イ

アメリカ/カリ
フォルニア

アメリカ/カリ
フォルニア

ニュージーラ
ンド/マルボロ

※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。

201９年　春のリカーセレクション

No.055　ニューワールド白ワイン飲みくらべ6本セット

アメリカ、オセアニア、アフリカなど、さまざまな土地や品種の白ワ
インを集めた限定セット。辛口のものから爽やかでフルーティーなも

のまで、違いをじっくりと味わうことができるセットです。

商品名

マーヴェリック　リースリング　バロッサ・ヴァレー

2005年設立のワイナリーにして専門誌で高評価を得る躍進中のワイナリー！オーガニック
＆ビオディナミ。バロッサに比べて少し涼しいイーデンの葡萄も使用。フルーティーなライ
ムや白桃の香りとオーストラリアらしい適度なコクを持ち合わせた辛口。魚介料理に最高で
す。

マーヴェリック　ブリーチェンズ　
シャルドネ　セミヨン　バロッサ・ヴァレー

2005年設立のワイナリーにして専門誌で高評価を得る躍進中のワイナリー！オーガニック
＆ビオディナミ。オーストラリアらしいブレンドの深みある白。熟したメロンやりんごのよ
うな滑らかさ。フレンチオークからのボリュームも心地よい。

ハミルトン・ラッセル　アッシュボーン　ベルエポック

南ア最高峰のひとつと言われるハミルトン・ラッセルが造るカジュアルな辛口白。ソーヴィ
ニョン・ブランにシャルドネをブレンドする独特のスタイル。爽やかなシトラスやハーブの
香り。冷たい海風から来るミネラルの印象とドライな口当たりが気持ちの良い白です。

ザ・ジャンパー　ソーヴィニョン・ブラン　マルボロ

ニュージーランドの人気ワイナリー「ハンターズ」の甥っ子が造るブランド。畑の管理から
醸造まで全てを家族のみで行うこだわりのワイナリー。マルボロの白らしく青いハーブの香
りと綺麗な柑橘系の果実味が特徴。溌剌とした酸味が爽やかな辛口白です。

マッド・ジャック　フュージョン・ホワイト　カリフォルニア

ソノマの名門ワイナリーに日本向けに生産をお願いしている限定ブランド。このフュージョ
ンは甘い香りを持つ葡萄をメインにブレンドしつつ、中辛口に仕上げている面白い造り。甘
いフレーヴァーが白身肉の脂身やスパイシーな料理と相性抜群です。

マッド・ジャック　シャルドネ　カリフォルニア

ソノマの名門ワイナリーに日本向けに生産をお願いしている限定ブランド。シャルドネらし
い、リンゴや洋梨の香りと味わい。太陽をいっぱい浴びた果実のボリューム感に若々しい酸
が一体化した適度なコクの白。しっかりめのお料理にもおすすめです。



 

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。

ｙｙｙ

201９年　春のリカーセレクション

No.056　フランス・ボルドー地方1996～2000年アペラシオン別
赤ワイン飲みくらべ5本セット

フランス・ボルドー地方の熟成赤ワインをアペラシオン（産地）
別で飲みくらべができる5本セット。お肉やお食事はもちろん、
ワインだけでも愉しめる飲み頃ビンテージをご堪能ください。

商品名

シャトー　サン　二コラ　1996

画像添付
土壌は粘土石灰岩土壌で樹齢は約25年。15日から20日間ほどマセラシオンをしている。色
合いは熟成によりオレンジがかっており、ドライフルーツのようなニュアンスと木だるから
なるバニラのニュアンスが感じられます。非常に細かく溶け込んだタンニンも特徴的です。

シャトー　ゴーダン　1997

画像添付
シャトーゴーダンは家族経営でサンランバート高原に11ヘクタールのブドウ畑があります。
手摘みによる収穫でコンクリートタンク熟成後オーク樽にて18ヶ月熟成。シャトーゴーダン
の飲み頃は抜栓後1時間後からで、食事にもあわせられますが、ワインだけでも楽しめます。

シャトー　レスターニュ　シモン　1998

画像添付

サン・スーラン・ド・カドゥルヌのコミューンに位置しています。シャトー・ソシアンド・
マレとは集落を挟んで2kmほどの対角にあります。1995年リリース当時、このシャトーが
最も輝いていた時期で、メディアでの評価も高く、 トゥール・ダルジャン、アピシウス、ギ
イサヴォワ、リュカスコルトン、 アランシャペルなどなど、蒼々たるパリの有名レストラン
でリストオンされていました。 色合いは濃いルビー色で、赤い果実のノートにスパイシーで
樽からくるスモーキーなニュアンスも感じ取れます。赤身の肉やハードチーズによく合いま
す。

シャトー　メゾン　ブランシェ　1999

画像添付

樹齢50年以上の古木を使用しており、手摘みによる収穫。フレンチオークにて2～4週間熟
成させています。味わいは複雑かつエレガントな味わいで、繊細なタンニンとほのかな樽の
甘い香りを感じます。牛の赤身によく合います。

シャトー　デュドン　2000

画像添付

天然酵母によるマロラクティック発酵で80％はセメントタンクで、残りの20％はオーク樽
にて発酵したものをブレンドしています。チェリーやラズベリーの香りに飲み応えのあるフ
ルーティな味わいとなっています。丁度飲み頃を迎えたヴィンテージです。



 

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。

201９年　春のリカーセレクション

No.0５７　掘り出しフランスワイン　赤ワイン5本セット

優良ビンテージと飲み頃ボルドー赤ワイン、そして2003ビンテージのブルゴーニュ・ピ
ノ・ノワールと2005年コート・デュ・ローヌ。さまざま地域とビンテージで、フランス
ワインの醍醐味を愉しめる赤ワイン5本セットです。

商品名

シャトー・ブランダー　ボルドー　1995

1995年優良ビンテージ掘出しボルドー赤ワイン。優良ビンテージならではの熟成感のあ
る、芳醇な香りとしなやかなタンニンが楽しめます。1995年は持ち前の魅力がまさに花開
いているワイン。良質な状態で保存すればこれからも実力が発揮できる年。

シャトー・ラ・クロワ　ボルドー・シュペリウール　1999

19年熟成の1999年ビンテージの希少ボルドー赤ワイン。しなやかなタンニンと心地よい果
実感が口内に残ります。1999年ボルドービンテージは、ほぼ全般にすばらしい出来ばえ
で、数々の傑出したボ卜ルを生んでいる年で、飲み頃を迎えています。

シャトー・グラン・ラカズ　メドック　2010　　　　　　

2010年優良ヴィンテージボルドーメドック地区の赤ワイン！程よい果実感としっかりとし
たタンニンです。2010年ビンテージは果実味があり繊細で元気のあるワイン非常に強健で
構成堅固なワインです。

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・ノワール赤ワイン。華やかでエレガント、心地良い果
実感が口内に広がります。2003年は大変天候が暑かった年で、完熟したブドウから果実感
に厚みのあるピノ・ノワールとなり、1５年熟成しまろやかになっています。

コート・デュ・ローヌ　ルージュ　2005

2005年ヴィンテージの逸品赤ワイン。熟成香が口内に留まり、果実感のあるワイン。グル
ナッシュの熟成をこのお手頃価格で楽しめます。



 

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。

<Ｅ・ギガル>　 ダヴェル・ロゼ

 コート・ロティの名門、ギガルのタヴェル。グルナッシュとサンソーを主体としたこのロゼ
は、濃いめのチェリーピンク。香りはストベリーキャンディ。味わいは力強く、飲みごたえ
たっぷり。赤の代わりに十分なります。

<シャトー・ダルヴェイル>　ボルドー・ロゼ・キュヴェ・プレステージ

約１４０年続く、由緒あるシャトー。一部の区画で　　「ビオロジック」農法も導入し、健
全ぶどうを造る。みずみずしい果実のうまみ、こくがありながら爽やか！こんなロゼなら毎
日飲みたいと思わせるワイン。

＜シャンピー＞　クレマン・ド・ブルゴーニュ

コート・ド・ボーヌ、コート・ド・ニュイ地区などのぶどうを手摘みで収穫し、個別のタン
クで発酵。華やかで甘く柔らかな口当たり。泡は繊細で酸味も控えめ｡

<ルイ・ジャド>  コトー・ブルギニョン　ロゼ

淡いサーモンピンク色。香りは花やイチゴ、ラズベリーを思わせるアロマが印象的です。フ
レッシュでジューシーな味わいの辛口ロゼワインです。

201９年　春のリカーセレクション

No.0５８　春にピッタリ！
ロゼワイン・ロゼクレマン飲みくらべ5本セット

春にピッタリのロゼ・クレマンとロゼワインのお買い得飲みくらべ
セット｡フランスの色々な産地のロゼをお楽しみいただけます｡

商品名

<ラングロワ・シャトー>　クレマン・ド・ロワール・ロゼ

カベルネフランの栽培に適した石灰粘土の土壌。18ヶ月以上の熟成。明るいピンク色で赤い
果実のエレガントな香り。フレッシュでフルーティー、豊かな味わいのロゼ。



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。

＜ドメーヌ・ラフラン・ウ゛ェロル＞バンドール　ロゼ

画像添付

＜ローガン・ワインズ＞クレメンタイン　ブラッシング　ミニー

画像添付
リゾート地として知られるプロヴァンスのワイン銘醸地バンドールのロゼ。魅力的なバラや
オレンジの香り、滑らかな口当たり、フレッシュでいきいきとした果実の旨味が余韻まで楽
しめる。

木苺やオレンジの皮、スミレやバラのアロマにシナモンやナツメグなどのスパイスのアクセン
ト。シルキーなテクスチャーと丸みのある柔らかなタンニンが軽やかなフィニッシュをうみま
す。

2019年　春のリカーセレクション

No.061　世界中からセレクトした春のおすすめ　世界の辛口ロゼワイン飲み比べ8本セット

フランスを代表するロゼの産地プロヴァンスよりバンドールロゼ、そして地中海に浮かぶイタリアのシチリア産、
太陽をたっぷりと浴びたスペイン産のロゼなど、ロゼワインの魅力を存分にご堪能ください。

商品名 商品名

＜シャトー元詰＞シャトー・ラモット・ウ゛ァンサン　ロゼ

画像添付

＜キンタ・ダ・カルサダ＞ラゴ　ウ゛ィーニョ・ウ゛ェルデ　ロゼ

画像添付
アントル・ドゥ・メールで4世代に亘りワイン造りを営む生産者。ラズベリーや柑橘果実の
豊かなアロマに、柔らかなタンニン。熟したイチゴのようなフルーティーな風味が広がりま
す。

桜の花びらやストロベリーのアロマ。慎重にプレスした一番搾りの果汁のみ使用しており、優
しくクリーンな赤果実系の味わいに心地よい酸。

＜シャトー・ド・ロムラード＞マリー・クリスティーヌ　プロウ゛ァンス　
ロゼ

画像添付

南仏の代表的な避暑地ニースの近郊で造られる辛口のロゼ。スッキリとした口当たりが特徴
で、地中海料理にはもちろんのこと、幅広い料理にマッチします。

＜フェウド・アランチョ＞フェウド・アランチョ　ロザート

画像添付

輝くようなロゼ色。ラズベリー、ブラックベリー、赤い花などの香り。フレッシュでスムー
ズな口当たりはとても親しみやすい。チャーミングなベリー系の果実味が一番の魅力です。

＜ボデガス・アバニコ＞シンフォニア　ロゼ

画像添付

品種の特徴を余すところなく表現したシンフォニア。テンプラニーリョ100％で丁寧に造っ
たロゼは繊細な色合いときれいな果実味が特徴でアペリティフに最適です。

＜コオペラティーバ・アグラリア・サンタ・キテリア＞イゲルエラ　ロゼ

画像添付

標高７００メートルの高地、スペイン南東部アルマンサD.O.の生産者がシラーから造るフ
ルーティで程よいボディのあるロゼワインです。



 

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。

201９年　春のリカーセレクション

No.062　シャンパーニュを含む
フレンチ・ロゼ飲みくらべ5本セット

暖かい日差しに包まれ、豊かな食材が市場に並ぶフランスの春。シャ
ンパーニュ地方で生産されたピノ・ムニエ100％の泡から、果実のフ
レッシュさが料理と相性抜群なロゼまでを取り揃えました。

商品名

【シャンパーニュ・マルトー】ロゼ　ド　セニエ　　

画像添付ぶどう栽培からシャンパーニュづくりまで行うレコルタン・マニピュランの造り手。マルヌ
川右岸の丘に広がるぶどう畑で栽培するピノ・ムニエ100％のロゼは、フランボワーズのア
ロマと持続性のある泡が特徴で、ルビーのようにきらめくロゼ色がテーブルを華やかに彩り
ます

レゼルヴ　ド　ルシアン　リュルトン　ロゼ

画像添付
淡いサーモンピンクの外観。フレッシュな苺、フランボワーズなどの香りとフレッシュな酸
味、柔らかな丸みのある味わいが特徴的。シーフードのソテーや魚のグリル、ガスパチョ、
ブイヤベースとぴったり。

【メゾン・デュ・タストリュンヌ】コトーブルギ二ヨン　ロゼ　ラ・リュンヌ 

画像添付
鮮やかな淡いロゼ色。オレンジののような新鮮な柑橘系の果実のフルーティーなアロマと苺
を想わせるフレッシュな香り。味わいはフレッシュな酸味とフレッシュな果実の味わい。
サーモンのお料理やトマトを使ったお料理との相性がピッタリ。8℃～10℃に良く冷やして
お飲み下さい

【プレジーロゼ】IGP　ヴァー　ロゼ

画像添付
葡萄本来のフレッシュな果実を維持するため夜に収穫。低温での発酵。ローズピンクの外観
にフランボワーズや赤スグリなどの小さな赤い果実の香り。ディナーの前のアペリティフに
ぴったり。相性の良い料理はタパスやグリルの魚や白身のお肉。フルーツやフロマージュを
合わせたサラダと共に。アルコール度数12.5％

【デュデ・ノーダン】ヴァン・ド・フランス　ロゼ　ピノ・ノワール

画像添付

フランス　ブルゴーニュのデュデノーダンが南仏で手掛けるカジュアルワイン。フレッシュ
さを全面に出したワイン。果実のフレッシュさが、お料理との相性抜群。ピノノワールの苺
や、フランボワーズの香りが印象的



 

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。

<ジャスト　ビー　ワインズ>　ジャストビー

花崗岩をベースとする土壌から生まれる力強くも繊細な酸・ミネラルに、海岸沿いならでは
の特有の塩味。フレッシュ感が口の中を包み込む。甘みと柑橘系のフルーティさが、力強く
もよくバランスが取れている

<カザーレ・ヴァッレキエーザ>　フラスカーティ　レ・ルッビエ

柑橘類や洋ナシの瑞々しい香り。4種類のブドウを混醸したワインは、どんな料理にも寄り
添う懐の深さとフレッシュさに満ちている。（マルヴァジア・デル・ラツィオ 60％、マル
ヴァジア・ビアンカ・ディ・カンディア 20％、トレッビアーノ・トスカーノ10％、グレコ
10％）

<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。

<ヴーヴ・オリヴィエ>　カルト・ドール　ブリュット

桃やリンゴのフレッシュな白い果実やシトラス香るフローラルなアロマ。泡は細かく、熟し
た果実と直線的な酸が織りなす味わいは非常にジューシーでしなやか。フレッシュな余韻が
心地よい。

201９年　春のリカーセレクション

No.065　シャンパーニュを含む
ヨーロッパの辛口白ワイン5本セット

フランス・ブルゴーニュ、イタリア、スペイン、オーストリアの
辛口白ワインに、シャンパーニュを入れたシーフードとの相性抜群の
5本セット。魚介類の旨みを引き立ててくれるラインナップです。

商品名

<ヴェスリ>　グリューナー・フェルトリーナ・フェリックス

魅力的なスパイスやペッパー、シトラスフルーツ、ハーブ、リンゴ類のフルーツのアロマ。
クリスピーでスリムな印象、生き生きとしたレモンピール、グレープフルーツのニュアン
ス。



 

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。

201９年　春のリカーセレクション

No.066　お肉好き垂涎のフルボディー赤ワイン6本セット

濃厚な味わいのフルボディ赤ワインは、豚肉、羊肉、牛肉と、
食べ応えのあるお肉料理と合わせて愉しむのがおすすめ。

世界各地から、ジューシーでまろやか、飲み応えのある6本をご紹介
します。

商品名

<レッチャイア>　メルロー

ワイルドベリーやスパイスの力強く豊かなアロマ。柔らかい口当たりで骨格がしっかりとし
ており、心地よい長い余韻が続く。南トスカーナの暖かな気候で育ったメルロのふくよかな
果実味が楽しめる。

<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。ボリュームあるアタックだが、ミネラル・酸により瑞々しさも備
えており、果実、アルコール感、オークのエレガントなバランスが素晴らしい。

<フアン・ヒル>　サクララベル

日本限定のサクララベル。
滑らかな完熟果実がアタックから感じられ、細かなタンニンとオークのニュアンスの骨格が
味わいをしっかりと支えている。オークのニュアンスに彩られたフアン・ヒルの濃厚な果実
感が堪能できる。

<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

熟したチェリー、ブラックベリーのコンフィチュール、カカオ、エスプレッソ、リコリスな
ど様々な要素が溢れだす豊かな香り。樽のニュアンスやシルキーかつ重厚なタンニンが絡み
合う味わい。村名を名乗ることを認められたコート・デュ・ローヌ・ヴィラージュの実力を
知る1本。

<マイケル・デイヴィド>　フリークショー　カベルネ・ソーヴィニヨン

大胆かつ複雑なワイン。甘いブラックベリー、ブラックチェリーのフレーヴァーが豊かで、
シナモン、ナツメグ、ウッド・スモーク、ダーク・チョコレートなどのオークから来る沢山
の要素を含む。

<シャトー・ベルフォンテーヌ>　シャトー・ベルフォンテーヌ

熟したカシス、ブラックベリーやタバコにほのかなミントが香る。タンニンは非常に細かく
溶け込んでおり、繊細かつ折り目正しい。伸びのあるミネラルが複雑な余韻へと繋がってい
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。

<レ　ヴァン　ド　ヴィエンヌ>　コート　デュ　ローヌ
　ルージュ　レ　クラニユ

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。干した
プラムのようなボリューム感。バランスのとれたなめらかな飲み口。

<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。

<ジャンヌ　ガイヤール>　ルーサンヌ　I.G.P.
　デ　コリンヌ　ローダニエンヌ

ローヌワインの先駆者の愛娘が手掛けた女性らしい柔らかなワイン。穏やかながらボリュー
ム感のある果実味、しなやか酸味があり、濃密さのあとに引き締まったドライな余韻が心地
よい。アスパラガス、タラの芽等の苦みのある春野菜と相性ばっちりです。

<イヴ　キュイユロン>　シラー　ロゼ　シベル　I.G.P.
　デ　コリンヌ　ローダニエンヌ

クラッシックとモダンを巧みに融合し、コート・デュ・ローヌ地方のパイオニアとして、こ
の地の特徴を素直に表現した造り手。フレッシュでミネラルを感じ、控えめでドライな香
り。穏やかな果実味で落ち着いた大人な辛口のロゼ。キリッと冷やしても良い。

201９年　春のリカーセレクション

No.069　レストラン御用達のローヌワイン
赤・白・ロゼワイン5本セット

フルーティーなローヌワインは、タケノコ、タラの芽、アスパラガス
など、春の食材と好相性。星付きレストランの主流である銘醸地、
ローヌの魅力が堪能できる赤・白・ロゼワイン5本セットです。

商品名

<ジャン　ミシェル　ジュラン>　ヴィオニエ　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。ヴィオニエ種のフローラルな香りと旨み、ほの
かな苦みがアスパラガスなど春のお野菜によく合います。



 

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。

201９年　春のリカーセレクション

No.070　春の食卓におすすめの
赤・白・ロゼ・スパークリングワイン６本セット

美食の街バスクからセレクトしたこだわりのシードルや、旨みたっぷ
りの爽やかなチャコリも入った、春の食卓におすすめの６本セット。
果実味豊かでバランス良く、春が旬の食材にとてもよく合います。

商品名

＜エスティガ＞シードル・ドゥミ・セック

バスク地方が発祥と言われているシードル。バスク産の７種類の違った味わいのリンゴのブ
レンドにより滋味深い味わいになっています。ノンフィルターならではのリンゴの特徴を感
じる、やわらかでほのかな甘さと爽やかな余韻の発泡酒。

＜イチャスメンディ＞ビスカイコ・チャコリーナ・イチャスメンディ

ビスカイアのチャコリはビスケー湾からの影響もある海バスク。チャコリらしい爽やかさ
と、豊かな果実感がバランス良い。　柑橘や、白い花、アプリコットやアニスのようなニュ
アンスもあります。地ブドウの品種はオンダラビ・スリ、オンダラビ・スリ・セラティエ
（プティ・クルヴュ）。

＜ベルデュイ＞アラバコ・チャコリーナ

アラバの山バスクのチャコリ。爽やかな厚みのある果実味と最後にほんのりと残る苦みが
チャコリらしい1本。海の風と陽をたっぷりと浴び、魚介類との相性は抜群です。女性醸造家
ならではのピュアな味わいを表現しています。

＜オベルゴ＞オベルゴ・ロゼ

ピレネー山脈の麓、サカスティーリャ渓谷に設立れた。寒暖差の恩恵もあり極上のブドウか
ら造られるワイン。輝きのあるチェリーのような色合い。もぎたての果実を思わせるフレッ
シュな香りとともに熟したタンニンがバランス良く溶け込んでいます。

＜ジヴォーダン＞コート・デュ・ローヌ・ルージュ・キュヴェ・レア

非常に丁寧な仕事で仕上げられており、アラン・デュカスのグループでも採用されている。
赤果実の強いブーケを持ち、厚みのある果実味、タンニンは多いがなめらかで丸く、エレガ
ントでバランスの良いワイン。

＜マルケス・デ・テラン＞オリャメンディ・クリアンサ

「山バスク」と言われるバスク州に近いDOリオハの畑から。熟した赤系果実の複雑なアロマ
があり、バニラや樽のニュアンスも感じます。タンニンは丸みがあり、果実味豊かな液体に
綺麗に溶け込んでいます。酸とも調和のとれたしっかりとした味わいのワイン。



 

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。

＜ドメ－ヌ　ウ゛ァインバック＞ピノ　グリ　クロ　デ　カプサン

画像添付

ドメーヌを取り囲むクロデカプサンの花崗岩を母土に砂が表面を覆う地質に栽培されるブド
ウを用いて造られます。モモやアプリコットのアロマ、スパイシーで豊かなコクのあるワイ
ンで、和食や醤油を使った料理に相性が良いです。

＜ドメ－ヌ　ウ゛ァインバック＞リ－スリング　キュウ゛ェ　テオ

画像添付

先代のテオ ファレールへのオマージュとして、彼の名が冠されたワイン。クロ デ カプサン
の古木。青リンゴやライムに白い花などのフレッシュな印象を持ち、アカシアの蜂蜜を思わ
せる甘やかさを感じさせます。上品ながら凝縮感のあるワインです。

＜ドメ－ヌ　ウ゛ァインバック＞ピノ　ブラン

画像添付
クロ デ カプサンとキュヴェ ローランス区画の一部。豊かで滑らかな口当たりと、桃や白い
花、蜂蜜を思わせる風味が特徴。果実のフレッシュさと芳醇さを兼ね備えた、エレガントで
バランスのよいワイン。どんな食事にも合い、アペリティフとしてもおすすめです。

＜ドメ－ヌ　ウ゛ァインバック＞ゲウ゛ュルツトラミネ－ル

画像添付

ドメーヌを取り囲むクロ デ カプサンの区画に栽培されている若木のブドウから造られます。
バラの花や南国の果実を思わせる香りとスパイシーな風味。程よい甘みを感じる繊細なワイ
ン。エスニック料理に抜群の相性。

201９年　春のリカーセレクション

No.０71　〈ドメーヌ･ヴァインバック〉
品種別白ワイン5本セット

世界的に高く評価されている、1612年に創立された歴史ある生産者<
ドメーヌ･ヴァインバック>。2005年ヴィンテージからビオディナミ
によって栽培された葡萄のワインをリリースしています。世界的ワイ
ン専門誌「ベタンヌ&ドゥソーヴ2018」で5つ星を獲得するなど世界

的に高く評価されています。

商品名

＜ドメ－ヌ　ウ゛ァインバック＞シルウ゛ァネ－ル　レゼルウ゛

画像添付
クロ デ カプサン内の砂泥質土壌に1.4haのシルヴァネールを栽培。白い花を思わせるいきい
きとした上品な果実味、口に含むとしっかりしたミネラル感とともに花の蜜のように優しく
ピュアな味わいが広がります。



 

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。

＜フィリップス・ヒル・エステイト＞ゲウ゛ュルツトラミネール　アンダー
ソン・ウ゛ァレー

画像添付

紅茶や大地、リンゴを彷彿させるアロマを持ちます。スパイスやリンゴ、パイナップルなど
のフレーバーが幾層にも重なり合う複雑味のある、濃厚且つドライスタイルな白ワインで
す。

＜セント・ジョンズ・ロード＞ピース・オブ・イーデン　リースリング

画像添付

青リンゴや洋ナシ、柑橘果実などの爽快さと、繊細なミネラルのニュアンスを兼ね備えたバ
ランスのよいリースリング。パワフルさと洗練された余韻を持ちます。

＜ローガン・ワインズ＞ウィマーラ　ゲウ゛ュルツトラミネール

画像添付

リンゴやバラ、グアバ、桃などの豊かなアロマを持ちます。一部果皮と共に醗酵を行うこと
で生姜やスパイスのニュアンスを持たせ、全体の風味を複雑で深い味わいに仕上げていま
す。

＜ウ゛ァイングート・テッシュ＞ケーニヒスシルド　リースリング　トロッ
ケン　Ｑ．ｂ．Ａ．

画像添付

ローラーベルクの南に位置する石灰質土壌のケーニヒスシルド。若いうちは慎ましい自然の
花のようなブーケを持ち、まろやかでフィネス溢れるスタイルです。

＜グリーンホフ・ウ゛ィンヤード＞ホープ・ウ゛ィンヤード　リースリング

画像添付

ライムやリンゴ、白桃などの豊かな風味と複雑味が混じり合った魅惑的なアロマ。ジュー
シーで幾層にも重なる風味が素晴らしいバランスを生み、引き締まったテクスチャーが見事
です。

2019年　春のリカーセレクション

No.072　リースリング・ゲヴュルツトラミネール
白ワイン6本セット

美しき白ワインの女王「リースリング」100％のワインと、
香り華やかな「ゲヴュルツトラミネール」100％のワインを6本集めました。

「シャルドネ」とは違う白ワインの世界をご堪能ください。

商品名

＜ドメーヌ・アルベール・マン＞アルザス　リースリング

画像添付

アルザス屈指の造り手によるリースリング。レモンや柑橘系の果実、桃などを想わせるふく
よかな香りと、厚みのある口当たり。魚介類との相性も抜群です。



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。

＜ロケタ・オリヘン＞　ロス・コンデス・ティント ＜セントロ・エスパニョーラス＞　アジョッソ・クリアンサ

やや紫がかった深い紅色。小さいベリー系果実の爽やかな香りで､グラスをまわせば､甘草や
ペッパーのようなアロマも感じられます｡口に含んだ時は､若々しくフレッシュで､程よい酸
味と熟したタンニンが感じられます。樽熟成3ヶ月。ワイナリーの歴史は、1199年にさか
のぼり、現在のワイナリーは、1898年にラモン・ロケタ氏により創設されました。

程よい果実味に樽香が見事に調和した赤ワインです。まろやかな酸味とバランスの取れた味わ
いです。アメリカンオーク樽で1年、ボトルで6ヵ月熟成しています。澄んだ輝きのある濃い
レッドチェリー色で、新木を主調としたエレガントな香り、スパイスや黒い熟した果実も感じ
られます。口の中で酸味が変化し、バランスの取れた味わいが楽しめます。

201９年　春のリカーセレクション

No.073  『美食の国スペイン』赤ワイン10本セット

情熱と太陽、そして美食の国スペインには、美味しい食文化が沢山あります。
バスク地方からアンダルシア地方まで、各地から集めた赤ワイン10本の

バラエティーに富んだ味わいをお愉しみください。

商品名 商品名

＜ロケタ・オリヘン＞　シネラ・ガルナッチャ・ティンタ ＜ボデガス・オチョア＞　オチョア・ティント

葡萄品種ガルナッチャの優美さを引きたたせたワイン。明るいチェリーレッドの色彩に、フ
ロラールのニュアンスを背景として熟した赤果実の豊かな香りが広がります｡爽やかで深み
のある味わいが楽しめるワインです。樽熟成3ヶ月。ワイナリーの歴史は、1199年にさか
のぼり、現在のワイナリーは、1898年にラモン・ロケタ氏により創設されました。

熟したベリーのアロマと柔らかいタンニンと酸が絶妙に調和した赤ワインです。色は鮮やかな
ルビーレッド。テンプラニーリョ種のエレガントさとガルナッチャ種の果実の香りが特徴で
す。フレッシュな果実の旨味の親しみ易い、バランスのとれたしっかりした味わいです。ナ
バーラ王国の首都があったオリーテ村にあり、スペインでもっとも古いワイナリーの一つです

＜アルバレス・イ・ディエス＞　ランソス・ティント ＜ボデガス・エステファニア＞　ティレヌス・ティント

羊のエチケットの飲みやすい赤ワインです。フレッシュベリーのような瑞々しいテンプラ
ニーリョの個性を表現した一本。軽く冷やすことで、本来の良さが感じられます。スペイン
北西部の銘醸村『ナバ･デル･レイ』にあり75haの自社畑を持ち、伝統的なワイン造りで高
い評価を得ています。原産地呼称『ルエダ』を創設した7つのワイナリーの一つです。

スペインで最も有名な造り手の一人、天才醸造家「ラウル・ペレス」が造る、メンシア種の個
性が際立つ綺麗な赤ワインです。赤い果実、イチゴやチェリーなどのアロマが際立ちます。メ
ンシア種の特徴をよく表現され、果実のフレッシュさが心地よく感じます。調和の取れた滑ら
かさがあります。著名なワイン専門家の間でも最高の評価を得ているワイナリーのひとつ。

＜ボデガス・カニャルバ＞　カニャルバ・テンプラニーリョ・カベルネソーヴィニョン ＜アルスアガ・ナバロ＞　ラ・プランタ

南スペインで作られる果実味が溢れながらもエレガントなワインです。スミレ色がかった
チェリーレッド色。赤果実を想わせる深みのあるはっきりとしたアロマ。フレッシュでバラ
ンスの取れたブドウ本来の味わいが感じられます。カニャメロ村で造られているワインで 生
産量が少ない稀少品です。この地域のテロワールが感じられる個性溢れるワインです。

力強い樽香とジューシーでボリューム感のある果実味のテンプラニーリョの底力を実感する赤
ワインです。赤い果実、ブラックベリー、ヴァニラとクローブの混ざり合ったチェリーの風味
があります。フレッシュな酸味が心地よく、熟成したタンニンが引き立て合っています。豊か
な果実味とスパイシーな風味 が、どんな料理とも最高のマリアージュを作り出します。

＜ロケタ・オリヘン＞　ロス・コンデス・クリアンサ ＜ウエルタ・デ・アルバラ＞　バルバスール・ティント

2種類の葡萄品種の調和が絶妙です。繊細で非常に香りがよいテンプラニーリョとカベルネ･
ソーヴィニヨンから造られ､品種ごとにアメリカンオーク樽とフレンチオーク樽で6ヶ月熟成
されます。ベリー系果実のフレーバーに樽熟からくる、かすかな木の香りが混ざり合って､
なめらかな味わいが広がります｡猟鳥類の肉料理や淡白な味のチーズと良く合います。

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です。フレッシュ
かつ陽気、溌剌としたワイン。スミレ色を帯びたレッドチェリー。ベリー、シトラス、イチジ
クの葉、薫り高いハーブのアロマが重なり、熟したジャムのような赤果実の味わいと酸味が全
体の絶妙なバランスを保ち、印象的なストラクチャーで長い余韻も持ち合わせています。



 

国/地域 画像

イタリア/ヴェ
ネト

イタリア/プー
リア

イタリア/ロン
バルディア

イタリア/マル
ケ

※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。

2019年　春のリカーセレクション

No.074　イタリアの優雅な春を愉しむバラエティ豊かな華やかセット

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を
イタリアNo.1ソムリエが厳選。春を感じる爽やかな味わいに、程よく
あるボリューム感が癖になります。この機会に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

＜カサノヴァ＞カサノヴァ キュヴェ  エクストラ エクストラドライ

高級感のある金のラベル。青リンゴや白い花の香り。上品なリンゴの果実味とキレの良い味
わい。

<テヌータ・サン・マルチェッロ>ラクリマ・ディ・モッロ・ダルバ “バスタロ”

気品のあるバラやスミレの香りが広がります。余韻には塩味が感じられ、非常にエレガント
な味わいに。

<カリートロ>プーリア・ビアンコ　ヴェルデカ

メロン、パイナップル、はちみつなどの香り。塩味を伴うミネラルとレモンのような苦味が
全体のバランスを造り出しています。

＜ペルラ・デル・ガルダ＞ヴィーノ･ロザート “ロゼ・デッレ・シエピ”

透明感のある桜ピンク。ザクロやバラの花びらの香り。口に含むとさくらんぼのニュアンス
や、小梅のような綺麗な酸味が長く伸びます。



 

国/地域 画像

フランス

イギリス

イギリス

※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。

201９年　春のリカーセレクション

No.075　個性豊かな香りを愉しむ
ブランデー・ウィスキー3本セット

個性豊かな香りを感じるハイボールを御愉しみいただける、ブラン
デーとウィスキーの3本セット。いつもの飲み方にひと手間加えて

「あなただけ」のハイボールをつくってみませんか。

商品名

ヘネシーV.S

厳選された畑の葡萄によるオー・ド・ヴィー(原酒)のみを使用し、最良のブレンドを見つけ出
す。その究極の味わいは世界中で最も愛飲されているコニャックとして人々を魅了しつづけ
ています。芳醇なスパイスとフルーツの芳香を思わせるアロマはフルーティな香りとデリ
ケートなバニラのニュアンスでさらに強調され、飲む人に力強さと心地よい調和を感じさせ
ます。スタイルは滑らかにして複雑。へネシーV.Sならではのエレガンスで活き活きした味
わいは力強いコニャックのシンボルと言えるものです。

グレンモ―レンジィ　オリジナル

柑橘の香りが爽やかな「オリジナル」。その魅惑に満ちた繊細さと複雑な味わいは世界のモ
ルト愛飲家に広く知られています。

オールドパー シルバー

エクストラスムーズな味わいを、銀色のラベルで表現したウィスキー。ソーダで割ることで
フレッシュな香りが強調され、キレの良い後味とともに、かすかにスモーキーな余韻を残し
ます。



 

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

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。

201９年　春のリカーセレクション

No.０76　春の陽気にぴったり！ ドライなシェリー5本セット

春の食材に合わせやすいドライでキレのあるシェリーと甘口の中でも
よりクリアでサラッとした中甘口のシェリーを5本セットでのご案

内。昼下がりにちょっと一杯、或いはお食事と合わせてゆっくりお楽
しみください。

商品名

ライトマンサニージャ　パピルーサ

輝きのあるゴールデンイエロー。このマンサニーリャは潮風やカモミールとフロールの香り
が漂います。ドライで軽やか、フレッシュかつクリアな口当たり。繊細で爽やかな酸味と余
韻を楽しめます。素材を生かしたセリや菜の花などの野菜のテンプラなどにお勧めです。

フィノ・ハラーナ

緑がかった明るい麦わら色。アーモンドやシェリー特有の酵母の香り、フレッシュでシャー
プな味わいの辛口フィノ。これぞまさにヘレス・スタイルのフィノです。
シラウオやワカサギ、鯛などに合わせてお召し上がりください。

フィノ・デル・プエルト　1/143

143樽のみの少量生産。淡い麦わら色。非常にフレッシュでフロールの香り豊かな辛口シェ
リー。リッチでありながらも繊細でエレガントな味わいに仕上がっています。
イイダコやヤリイカなどの和え物や酢の物と合わせるとクセになります。

アモンティリャード　ロス・アルコス

この琥珀色のドライなアモンティリャードは、ヘレスのボデガでの熟成を経た事によるナッ
ツやヘーゼルナッツの香り心地よく、軽やかで優しい口当たりながらも、しっかりとしたア
モンティリャードらしい酸化熟成による余韻が楽しめます。焼いたシイタケやタケノコ或い
はカツオのたたきなどに合わせるとたまりません。

ミディアム　プラサ・ビエハ

ナッツや蜂蜜の香り、滑らかな舌触りで飲み心地も良く、落ち着いた程良い甘みを感じるこ
とのできるアモンティリャード。個性と甘味と熟成感のバランスが素晴らしく、食中酒とし
てもお楽しみいただけます。鯛飯や鉄火巻きに合わせても美味しいです。



 

国/地域 画像

フランス/ノル
マンディ

フランス/ノル
マンディ

フランス/ノル
マンディ

※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。

クラックペパン　カルヴァドスBIO Vieiile Reserve

熟成5年。青りんごのような爽やかさ、プラムのようなコクとともにほろ苦さも感じられ
る、スッキリとした味わい。バランスのとれた軽やかな余韻が特徴です。

クラックペパン　カルヴァドスBIO XO

熟成10年。飴色の色調、しっかりとした果実味と圧倒的な余韻、まろやかな甘みとキャラメ
ルのような香ばしさ。ストレートでゆっくり愉しめる味わいです。

201９年　春のリカーセレクション

No.０78　クラックペパン　自然派カルヴァドス3本セット

フランス　ノルマンディー地方で造られるリンゴの蒸留酒、カルヴァ
ドス。日本初上陸の造り手、クラックペパンのオーガニックカルヴァ

ドスを熟成違いで飲み比べできる3本セットです。

商品名

クラックペパン　カルヴァドスBIO VS

熟成3年。フレッシュさを生かすために、あえて長期熟成を選ばずにフルーティーなアロマ
のままの美味しさをリリース。有機栽培リンゴの香り高く柔らかい口当たりが特徴。



 

国/地域 画像

イタリア/ピエ
モンテ州

イタリア/ピエ
モンテ州

イタリア/ピエ
モンテ州

※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。

<ディステレリア・グアルコ> グラッパ・カモミッラ

グラッパをベースに、天然のカモミールのエキス、砂糖をブレンドしたリキュール。
柔らかいカモミールの香り。ほどよい甘みと、安らぎをもたらすカモミールの香りは、食
後、そしてお休み前にもお愉しみ頂けます。

<ディステレリア・グアルコ> グラッパ・ストラヴェッキア

品種はドルチェット種とバルベーラ種を使用。蒸留後、スロヴェニア・オーク製の樽で数カ
月熟成。樽由来の奥深い香りがある。心地良い口当たりでありながら味わいは強く、熟成の
深みを感じます。グアルコ家の情熱が詰まった自信作です。

201９年　春のリカーセレクション

No.079　飲みくらべが愉しめる グラッパ3本セット

ワイン醸造後の「絞りかす」を蒸溜して造るグラッパ。イタリアでは
主に食後酒として愉しまれ、満腹の胃の消化を助ける作用もあるとさ
れています。「ピエモンテ式」と呼ばれる単式蒸溜の、風味豊かなグ

ラッパをお愉しみ下さい。

商品名

<ディステレリア・グアルコ> グラッパ・アッレ・エルベ

品種はドルチェット種とバルベーラ種を使用。蒸留所の畑で育てた有機栽培の数種類のハー
ブを用いて香りと色を抽出。（人工的なものは一切不使用。）薄い緑色で、様々なハーブの
香りが長く持続します。アルコール感と苦みのバランスが取れた、エレガントな風味。



 

国/地域 画像

日本

※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。

201９年　春のリカーセレクション

No.080　〈秩父蒸留所〉秩父6年♯1766
バーボンバレル2ndフィル

バニラ、蜂蜜などの甘みを感じる香織に、オーク由来のスパイス香が
調和しており、〈秩父蒸留所〉らしい味わいに仕上がっています。

商品名

秩父6年♯1766
バーボンバレル2ndフィル

バニラ、蜂蜜などの甘みを感じる香織に、オーク由来のスパイス香が調和しており、〈秩父
蒸留所〉らしい味わいに仕上がっています。



 

国/地域 画像

日本

※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。

201９年　春のリカーセレクション

No.081　〈秩父蒸留所〉秩父6年♯2275
レッドワインカスク

ブラックベリー、シナモンなどの赤ワイン樽由来の香りに、こしょ
う、グローブ、チェリーなどの味わいが顔をのぞかせる、春におすす

めの味わいです。

商品名

秩父6年♯2275
レッドワインカスク

ブラックベリー、シナモンなどの赤ワイン樽由来の香りに、こしょう、グローブ、チェリー
などの味わいが顔をのぞかせる、春におすすめの味わいです。


