
国 地域 生産者名 画像 国 地域 生産者名 画像

イタリア ロンバルディア州 テヌータ　デル　ガルダ イタリア ピエモンテ州 カストレット

イタリア アブルッツォ州 オルソーニャ イタリア プーリア州 プロデュットリ　ディ　マンドゥリア

イタリア プーリア州 ラルケッティポ　ディ　カルロ イタリア トスカーナ州 ラ　セルヴァ

イタリア ヴェネト州 カンティーナ　ディ　ソアヴェ イタリア アブルッツォ州 カッシーナ　デル　コッレ　デル　オノフリオ

※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。

ソアヴェ　スーペリオーレ　クラッシコ
チョンドラ　ロッカ　スヴェバ

アブルッツォ　ロッソ　ヴィーノ　ビオロジコ”ビオ　ゼ
ロ”

エレガントな白桃や洋ナシ、青りんごの完熟した香り。アカシアの花の香りが印象的。洋ナシをかじった様なジュー
シーな味わい。フレッシュな酸味が包み込んでくれるワイン。あまり冷やしすぎず14度～16度前後で、フルーツの
甘みを感じてほしいワインです。

果実の凝縮した香りがあがっており、抜栓から日が経つにつれて、果実のジューシーな香りが際立つ。
味わいには複雑味を感じ、野原を思い出すようなハーブ香も。食事と共に楽しめる一本。

サレント　フィアーノ　ヴィーノ　ビオロジコ トスカーナ　ロッソ　ヴィーノ　ビオロジコ　”プリヴォ”2017

外観は黄金色で艶のある麦わら色、非常に優雅で上品な白い花の香りで、軽いハーブとフルーティーなニュアンスで
きれいな仕上がりのワイン。口の中で、ミディアムボディで、丸くて活気に満ちた、フレッシュな酸味がとてもさわ
やかです。魚料理全般に愉しめるワイン。野菜や魚のグリル、アンティパストと共に、アペリティーヴォとしても愉

しめるワインです。

外観は黒味を帯びたガーネット。ブラックベリー、カシスなどの果実の香り、スミレのような花の香りと、ナツメグ、シナモンな
どのスパイスの香り。口いっぱいに、果実の芳醇な味わいと滑らかでやさしいタンニンと酸が広がります。トマトを使ったパスタ

や、ピッツァにぴったりのワインです。ペコリーノロマーノと合わせて愉しんでほしいワイン。

テッレ・ディ・キエティ　ペコリーノ　ヴィノ　ビオロジコ　”チビタス” プリミティーヴォ　ディ　マンドゥリア　リリカ　2016

熟した果実と上品な酸が交じり合うボリュームあるワインで、ミネラルの存在が華を添えてくれます。香りには華や
かさがあり、白い花やトロピカルなニュアンスも。口当たりはしっとりとしていて、ややボリュームのある果実味。
グレープフルーツ的な酸味に少々苦みの効いた味わい。

プラムやラズベリーの香り、少しのクミンのようなスパイシーな香り、干し草とキノコの柔らかい香りがします。丘陵の斜面で育
つぶどうは、色と香りがよりよく抽出されます。15年から25年近くは熟成に耐えうるワインです。赤身肉のローストや煮込み、
熟成したチーズとの相性がピッタリです。

201９年　秋のリカーセレクション

No.001　2019年ヴィニタリー【Without　Walls】部門赤・白・スパークリングワイン含む8本セット

2019年ヴィニタリーの新カテゴリーである【Without Wall】は、国や製法、ワインのスタイルなどの壁や隔たりを超えて評価された受賞ワインです。自然に寄り添い、自然
の力を充分に引き出すように作られたブドウから作られた5スターを含む満喫セットをご堪能ください。

商品名 商品名

ヴィーノ　スプマンテ　エクストラ　 バルベラダスティ　スーペリオーレ”リティナ”2016

外観は淡く白濁で、きめ細かな泡立ち。フレッシュな柑橘の香りとミントやレモングラスの香り、味わいはやわらか
な酸味、口当たりの良い泡立ち、酵母と瓶熟しており、日本酒のようなうまみを感じるスプマンテです。

深いルビーレッド色。深く豊かなブーケ。バニラやベリー類の香り、非常にボディを感じる風味は、ぶどう品種の特徴である滑ら
かでバランスの取れた味わいが、長く深く持続します。ミートソースやジビエ（野禽類）のソースで合わせたパスタやラヴィオリ
のプリモ・ピアットと巧みに調和できるでしょう。



 

国 地域 生産者名 画像

イタリア ヴェネト州 カンティーナ　ディ　ソアヴェ

イタリア アブルッツォ州 カンティーナ　トッロ

イタリア
エミリア

ロマーニャ州
フォルミニ　ペデモンターナ

イタリア ピエモンテ州 カストレット

イタリア ラツィオ州 マドンナ　デッレ　マチエ

イタリア プーリア州 プロデュットリ　ディ　マンドゥリア

※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。

プリミティーヴォ　ディ　マンドゥリア　リリカ　2016

プラムやラズベリーの香り、少しのクミンのようなスパイシーな香り、干し草とキノコの柔らかい香りがします。丘陵の斜面で育つぶどうは、色と香
りがよりよく抽出されます。15年から25年近くは熟成に耐えうるワインです。赤身肉のローストや煮込み、熟成したチーズとの相性がピッタリで
す。

バルベラダスティ　スーペリオーレ”リティナ”2016

深いルビーレッド色。深く豊かなブーケ。バニラやベリー類の香り、非常にボディを感じる風味は、ぶどう品種の特徴である滑らかでバランスの取れ
た味わいが、長く深く持続します。ミートソースやジビエ（野禽類）のソースで合わせたパスタやラヴィオリのプリモ・ピアットと巧みに調和できる
でしょう。

ラツィオ　ロッソ”ルフィアーノ　ディ　コンフィネ　2016

フランスオークのバリックと温度管理をしたスチールタンクでアルコール醗酵。ボトル内で熟成。ルビー色の外観。ドライでまろやかなタンニン、エ
レガントに仕上がったワイン。

チェラスオーロ　ダブルッツォ　”エドス”2018

24時間のコールドマセレーション、ステンレスタンクでの温度管理でソフトプレスで発酵。淡いルビーがかった色合いを持つ華やかなで繊細なロゼカ
ラーの外観。完熟したイチゴやフランボワーズなどの赤い果実の香りと、上質なバラの花の香り、繊細な白胡椒やクローヴなどのスパイシーなニュア
ンスの優雅な香り。味わいは、果実のゆたかでフレッシュな果実をかじったような味わいが口の中に広がる。豊かでミネラルの豊富な酸とのバランス
がぴったりなロザート。

ランブルスコ　グラスパロッサ　ディ　カステルヴェトロ　フリツァンテ　セッコ”フォルモサ”

完熟した可愛らしい赤い果実のアロマと共に、バラの花びらが口の中に広がるかの様な華やかさ。泡も細かくスムースなアタックで程よく舌が刺激さ
れ、赤い果実の風味が口の中にも広がります。

201９年　秋のリカーセレクション

No.002　2019年ヴィニタリー5スター赤・ロゼ・スパークリングワイン6本セット

ヴィニタリーにて５最高位である５スターを獲得したアイテムを
赤ワインから、スパークリングやロゼまで幅広く愉しむことができる、

バラエティに富んだセットをご紹介。

商品名

レッシーニ　デュレロ　スプマンテ　ブリュット”セッテチェント33”

外観は緑がかった黄金色。柑橘の香りと、青りんご、洋ナシなどの香りにハーブを想わせる香りが特徴。豊かな泡と軽快とフレッシュな酸味は、秋の
キノコや春の山菜にも見事に調和する。キノコのリゾットやパスタと合わせて。



 

国 地域 生産者名 画像

イタリア
エミリア
ロマーニャ

トッレ
フォルネッロ

イタリア トスカーナ バッツェッラ

イタリア シチリア ジェルジェンティ

イタリア プーリア
アルベルト
・ロンゴ

イタリア ヴェネト レノッティ

イタリア プーリア
テヌーテ
・キアロモンテ

※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。

日本初上陸。南イタリアで太陽の恩恵を受けたトロピカルな味わい。程よい酸が味わいを引き締めます。

美しいサーモンピンク色の瑞々しい辛口ロゼ。土着のネグロアマーロ100%。文字通り旬の秋鮭と合わせて。

北イタリアを代表する白ワイン。さっぱりとしていながら、果実味もしっかりと感じられる万能選手です。

ドンナデーレ　プーリア・ロザート

ソアヴェ・クラシコ

シャルドネ

日本初上陸。トスカーナ州ボルゲリのスーパートスカーナ。カベルネ主体でどっしりと重厚な味わいです。

日本初上陸。シチリアで遅摘みのブドウから造られる辛口。干しブドウのような濃い果実味が特徴的です。

ソルセッジョ　トスカーナ・ロッソ

イル・ヴェーロ・シチリアーノ

201９年　秋のリカーセレクション

No.003　「イタリアオトコ」林修氏セレクト秋の赤・白・ロゼワイン6本セット

食欲の秋にピッタリのイタリアワインを北から南までイタリアを横断して、様々な地域から
セレクトしました。イタリア展に先駆けて日本初上陸ワインもお試しいただけます。

秋にピッタリ、北イタリアのピノノアール。濃厚なベリー感は、同じ山の幸であるキノコとの相性抜群です。

ムジカ　ロッソ　エミリア　ピノネロ

商品名



 

国 地域 生産者名 画像

イタリア ピエモンテ ナターレ・ヴェルガ

イタリア ヴェネト サンタ・マルゲリータ

イタリア トスカーナ ナターレ・ヴェルガ

イタリア モリーゼ ボッテル

イタリア アブルッツォ ナターレ・ヴェルガ

イタリア プーリア トゥルッリ

※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　秋のリカーセレクション

No.004　個性豊かなイタリアの土着品種赤ワイン6本セット

イタリアワインの王様と呼ばれている「バローロ」入りの、
イタリア濃厚赤ワイン6本セット。イタリアワインの大きな特徴である

「土着品種」の味わいを飲みくらべてお愉しみください。

イタリアワインの王様「バローロ」。濃縮感のあるプラムのような果実味、スパイスのニュアンスが感じられるボリュームのあ
る赤ワインです。

バローロ

商品名

辛口の味わい、シルクのような滑らかさとフレッシュなタンニンとのバランスが絶妙なワインです。

黒系果実と赤系果実のハーモニーにトーストの香ばしさが程よく感じられます。甘みのあるエレガントなタンニンが全体をまと
めています。

メルローヴェネト

ゴヴェルノ・アッルーゾ・トスカーノ

樽由来のロースト香とスパイシーな香り。しなやかでバランスに優れ、凝縮された濃い果実味を楽しめます。

魅惑的なすばらしいアロマが広がる、フルボディでバランスの良い味わい。芳醇でなめらかなタンニンが余韻に広がります。

豊かな果実味、柔らかいタンニンが調和し、バランスの取れた味わいが魅力のワインです。

カピタニオ　ロッソ・モリーゼ・リゼルヴァ

モンテプルチアーノ・ダブルッツォ

ルカーレ　プリミティーヴォ・プーリア　アパッシメント



 

国 地域 生産者名 画像

イタリア ピエモンテ ミケーレ・キアルロ

イタリア ピエモンテ ベル・コッレ

イタリア ピエモンテ ベル・コッレ

イタリア ピエモンテ ベル・コッレ

イタリア ピエモンテ イカルディ

※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。

201９年　秋のリカーセレクション

No.005　ピエモンテ州赤ワイン5本セット

「王のワインにして、ワインの王」であるバローロ、「イタリアワインの女王」と称される
バルバレスコを産出する屈指の銘醸地、ピエモンテ。

その中から選りすぐりのプレミアムワインをご堪能いただくことのできるセットです。

ほんのり小さな熟した赤い果実やチョコレートや甘いスパイスが魅力的な香り。口の中のインパクトは豊富で素晴らしい。調和
のとれたシルキーさとフレッシュさ、フルーティな風味があり、非常に心地よく余韻が長い。50hlのオーク樽で熟成＋バリック
で10～12ヶ月

モンフェッラート・ロッソ　ラ・ヴェスパ　2013

商品名

赤系果実の熟した香りが豊かで、スミレやチエリーを想わせる華やかなアロマに、革、コーヒー、ホワイトペッパーを伴う上品
で複雑な香り。赤系果実とミネラル、スパイスのニュアンスがバランス良くエレガントななタンニンが特徴。フレンチオーク樽
にて36ヶ月、さらにフレンチオークの大樽で24ヶ月熟成

赤系果実の熟した香りが豊かで、フローラルなブーケに、レザー、チョコレート、ドライフラワーを伴う優美な香り。とても複
雑味のある味わいで、なめらかながらしっかりとしたタンニンのある余韻の長いフルボディ。フレンチオーク、スラヴォニアン
オークにて36ヶ月熟成

バローロ・リゼルヴァ　シンポジオ  2009

バローロ　シンポジオ  2014

すみれの花のようなブーケ、ハーブのニュアンスに、なめし皮、コーヒーの香りが複雑性を持って続きます。バランスの取れた
エレガントなタンニンがあり、長い余韻が特徴です。フレンチオークの大樽にて72ヶ月熟成

ブラックベリー、プラムなど黒系果実の豊かな香りに、スミレ、バニラ、トリュフ、スパイスなどのアクセントを感じる。口当
たりはスムーズで、甘味と酸味のバランスが取れた味わいに、タンニンとスパイスの余韻が長く続く味わい。熟成：フランス産
の新樽にて15ヶ月、瓶内熟成8ヶ月

バルバレスコ・リゼルヴァ　2010

バルベーラ・ダスティ ヌイ・スイ　2015



 

国 地域 生産者名 画像

イタリア ロンバルディア
アジィエンダ・アグリ
コーラ・フェルゲッ
ティーナ

イタリア ピエモンテ

アジィエンダ・ア
グリコーラ　デル
テット

イタリア ピエモンテ
テヌータ・デ
ル・メロ

イタリア カンパーニア
マストロベラル
ディーノ

イタリア
エミリア
ロマーニャ

テッレ・チェ
ウ゛ィコ

イタリア サルデーニャ
ピエロ・マン
チーニ

※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。

ウ゛ェルメンティーノ・ディ・ガッルーラ　

画像添付

洋ナシやライチのような瑞々しいフルーツの香りに、ラムネのようなニュアンス。白い花の芳香。
程よい厚みのあるボディにグレープフルーツのような果実味。ミネラルが豊か。

ラディーチ　フィアーノ　

画像添付

レモンや白い花の香り。火打石や、鉱物のアクセント。粘性が感じられ、ふくよかな果実味と柔ら
かい口当たり。フレッシュで上品な酸味が印象的で余韻にミネラル感が長く残ります。

テッレ・チェウ゛ィコ
　アルバーナ・ディ・ロマーニャ　セッコ

画像添付

淡いオレンジが少し入った黄色。バナナの香りをはじめ、白い花、リンゴ、洋ナシなど様々。熟し
たフルーツの味わいが豊かで、程よい軽快な酸とミネラルとのバランスが取れています。

ロエロ　アルネイス　ダイウ゛ェイ　

画像添付

淡いイエローで、香りはフローラルな印象が強い。フレッシュな口当たりでリンゴのように爽やか
なフルーツの味わいが広がる。

テヌータ・デル・メロ　ガウ゛ィ　

画像添付

北イタリアの代表的な辛口白ワイン。コルテーゼ種から造られます。シトラスの香りや蜂蜜の香り
が広がります。程良い酸味が感じられ穏やかな口当たりが心地よく、爽やかなワインです。

201９年　夏のリカーセレクション

No.00６　最高格付けＤＯＣＧ白・スパークリングワイン6本セット

すべてイタリア最高格付けとなるＤＯＣＧのワインを一堂に集めました。
泡の最高峰とされるフランチャコルタに加えて、北はピエモンテ州から南は

カンパーニャ州、そしてサルディーニャ島の上質な白ワインも入ったセットです。

商品名

ミッレディ　フランチャコルタ　ブリュット　

画像添付

フランチャコルタのRMともいえるフェルゲッティーナ。1,000日間（ﾐｯﾚﾃﾞｨ）以上もの熟成期間
を経て表現される深いコクとキメの細かい泡立ちが素晴らしい。



 

国 地域 生産者名 画像

イタリア プーリア サン・マルツァーノ

イタリア プーリア
プロウ゛ィンコ
イタリア

イタリア アブルッツォ カルドーラ

イタリア プーリア
カンティーナ・
ディオメーデ

イタリア プーリア サン・マルツァーノ

※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　夏のリカーセレクション

No.007　南イタリア産濃厚フルボディ　赤ワイン5本セット

太陽の日差しをしっかりと浴びた南イタリアの産地から
フルボディの赤ワインセットをお届け。

しっかりとした果実味で濃厚な味わいのフルボディは、
ボリュームたっぷりのお肉料理との相性抜群です。

商品名

コレッツィオーネ・チンクアンタ　＋３

ワイナリー50周年を記念して造られ始めた特別なワイン。濃い赤紫色、ブラックベリーやプ
ルーンの様な果実味、スパイス、バニラや甘草などのアクセント。滑らかで長い余韻が楽しめ
る。

オールドワールド　クウ゛ェ　９９　アパッシメント

樹上で干からびるほど過熟させ糖度・凝縮感を上げたブドウから造られるフルボディの赤ワイ
ン。凝縮した果実、スモーキーな樽とスパイスの香りが漂い、濃厚な果実の余韻が広がりま
す。

カルドーラ　ユメ　モンテプルチアーノ・ダブルッツォ

ブドウの凝縮感が高く、完熟したプルーンの香り、カカオやシナモンのような甘い香りもあり
しっかりとした余韻が広がります。

カナーチェ

深いルビーレッド、非常に濃厚で独特の果実風味が広がる。タンニンはまろやかだが存在感が
あり、完熟した赤果実、コーヒーやチョコレートのニュアンスが豊かに楽しめる。

タロ　プリミティーウ゛ォ・ディ・マンドゥーリア

鮮やかな赤紫色。ブラックベリーやプルーンなどの黒果実系のアロマに、カカオやバニラのア
クセント、ビロードの様な滑らかな口当たりが特徴。余韻にはほんのりと甘味を感じる。



 

国 地域 生産者名 画像

イタリア エミリア・ロマーニャ  ニコルッチ

イタリア エミリア・ロマーニャ  ニコルッチ

イタリア マルケ テヌータ・サン・マルチェッロ

イタリア マルケ ルーチェソーレ

※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　秋のリカーセレクション

No.008　イタリアNo.1ソムリエに聞く！　テキスト付き
　秋の夜長に愉しむ基本イタリア赤・白ワイン4本セット

イタリアNo.1ソムリエを受賞した林基就氏がセレクト。多種多様なイタリアワインをテキ
ストと合わせて学べるスペシャルなセットを用意いたしました。より一層ワインを楽しむた

めのワイン基本セットをご堪能ください。(※テキスト付)

ストロベリーのようなフルーティーで華やかな香り。チャーミングな酸味があり、どんな食事でも合わせやすい一本です。

サンジョヴェーゼ･ディ・ロマーニャ スーペリオーレ “イ･マンドルリ” 

商品名

ブルーベリー、黒スパイス、キノコなどの香り。タンニンは非常に細かく、口当たりもまろやかです。

ロッソ・コーネロ “カンポフィオリート”

凝縮感のある赤系ベリーの香りしっかりとした味わいですが、嫌味のないタンニンがエレガントなテイスト。

ヴェルディッキオ特有のピスタチオの香りやラムネのようなミネラル感、ハーブのニュアンスが印象的。

サンジョヴェーゼ･ディ・ロマーニャ スーペリオーレ “トレ・ロッケ” 

ヴェルディッキオ・デイ・カステッリ・ディ・イエージ クラッシコ “ブーカ・デッラ・マルコーナ”



 

国 地域 生産者名 画像

イタリア トスカーナ ガヤ

イタリア ピエモンテ プルノット

イタリア ピエモンテ エルヴィオ・コーニョ

※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　秋のリカーセレクション

No.009　イタリア有名生産者が手掛ける3Bワインセット

イタリアの銘醸地であるバローロ、バルバレスコ、ブルネロの3地域の頭文字をとった『３Bセット』
イタリアの魅力を余すことなく体験することができるセットです。

商品名

ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ

この地のテロワールと帝王のこだわりが集約。 バランスに優れたエレガントな味わいの ガヤ流「クラシック・ブルネッロ」。
最初の1年目はバリック(小樽)で、2年目はボッティ(大樽)という二段階の熟成を経て、さらに6か月間コンクリートのバットにて
熟成。その後ボトリングしています。

バローロ

名門アンティノリが手掛ける、ピエモンテで100年以上続く 老舗ワイナリー「プルノット」。 ミネラルのニュンアスに包み込
まれるエレガントなバローロ。ブドウはセラーに運ばれた後、丁寧に選果、徐梗。プレスをかけた後、スキンコンタクトを行い
ながら、30℃で約15日間発酵させ、冬が終わるまでマロラクティック発酵を行います。発酵後は主にフレンチオークの小樽で
熟成。さらに瓶内でも12ヶ月寝かせた後、リリースされます。

バルバレスコ・ボルディーニ

世界で高評価を受けるランゲの名生産者。 コーニョが挑んだ新たな挑戦。 複雑味のある芳香を放つバルバレスコ。厳選したネッ
ビオーロのクローン品種である最高級のランピアを使用し、ランゲの丘のテロワールを最大限に表現した、驚くべき独自性を
持ったワインに仕上がっております。スラヴォニアンオークの大樽で12～14ヵ月間。シュール・リーを60日間、瓶内熟成6ヵ
月間を経てリリースされます。



 

国 地域 生産者名 画像

イタリア トスカーナ イル・ボッロ

イタリア トスカーナ アンティノリ

イタリア トスカーナ サッシカイア

※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　秋のリカーセレクション

No.010　スーパータスカンを識る　赤ワイン3本

イタリアの高品質ワインとして知られるスーパータスカン。
有名生産者のワインを3本セットに致しました。

スーパータスカン「イル・ボッロ」のセカンド的存在。 サンジョヴェーゼを100％を使用した、 凝縮した果実の上品なアロマ
と滑らかな口あたりが魅力の１本 。サンジョヴェーゼを100％使用。クローン選別された3種類のブドウをアリエ産の樽で12ヶ
月、瓶内で6ヶ月熟成させた後に蔵出しという凝った造り。

ポリッセナ

商品名

甘美で柔らかなタンニンと 緻密なストラクチャーに魅了される、 グアド・アル・タッソのセカンドワイン。約80haに広がる畑
の区画ごとにブドウを分けて醸造します。発酵とマセラシオンは28度～30度に設定されたステンレスタンクの中で10～15日
間かけて行い、メルロとシラーの一部は、ブドウの香りをよりよく出すために低温で発酵。その後、小さなオーク樽でマロラク
ティック発酵を行い、ワインを澱引きした後、もう一度樽に入れ10ヶ月間熟成した後、瓶詰めしリリースされます。

元祖スーパータスカンが造る第3のワイン。 サンジョヴェーゼのブレンドにより生み出される 滑らかな質感がもたらす優美な印
象。骨格のしっかりとしたカベルネ・ソーヴィニヨンに、柔らかみのあるサンジョヴェーゼを絶妙なバランスでブレンド。トス
カーナらしさを感じさせる気品ある上品な仕上がりです。

イル・ブルチャート

レ・ディフェーゼ



 

国 地域 生産者名 画像

イタリア ヴェネト州 パスクア

イタリア ヴェネト州 パスクア

イタリア ヴェネト州 パスクア

イタリア ヴェネト州 パスクア

イタリア ヴェネト州 パスクア

イタリア ヴェネト州 パスクア

※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　秋のリカーセレクション

No.011　〈パスクア〉ヴェネト満喫赤・白ワイン6本セット

イタリア屈指の銘醸地、ヴェローナを代表する生産者で国際的な評価も高いパスクア社か
らおすすめの赤・白ワインセットをご紹介。80年以上の歴史を誇る家族経営のワイナリー

厳選の6本をご堪能下さい。

パスクアの生産地であるヴェローナは、「ロミオとジュリエット」の舞台。ファミリア・パスクア　パッシメントは、ブドウを
陰干しにするヴェネトの伝統技法「アパッシメント」製法で造られる濃醇な味わいのワインで、ラベルにはジュリエットの家の
壁をデザインしています。

ファミリア・パスクア　パッシメント　ロッソ　

商品名

アマローネのヴィナッチャ（搾りかす）を加えて再発酵させる、ヴェネト州の伝統的製法「リパッソ」でコクと風味を高めま
す。甘く丸みのあるタンニンが広がるコクのあるフルボディです。

クラシコとは、古くからワインを生産していた地域を特定し区別するために使われる言葉で、歴史あるブドウ畑にのみ、その表
示が認めらています。タンニンとのバランスにも優れたワインで余韻も長く楽しめる１本です。

パスクア　ヴィッラ・ボルゲッティ
ヴァルポリチェッラ・スーペリオーレ　リパッソ

パスクァ　ヴィッラ・ボルゲッティ　ヴァルポリチェッラ　クラシコ　

淡い色合いで、レモンや柑橘系フルーツの繊細な香り、熟したリンゴや桃、アプリコットの風味にほのかなカモミールのアロマ
も感じられます。上品な味わいの余韻も長く続くバランスのとれた味わいです。2018年11月、ソアーヴェは、世界で53番
目・イタリア初の歴史的田園景観として、世界農業遺産に認定されました。

チェリーや、フランボワーズ、赤スグリの風味が感じられます。
しっかりとした骨格がありながらも、フレッシュで飲みやすく、口あたりの良いワインです。

外観は黄色がかった麦わら色。青リンゴや桃のような繊細でみずみずしいフレッシュフルーツのアロマと白い花の香りが印象的
です。溌剌とした果実味と心地よい酸味とのバランスが見事な爽やかなワインです。

パスクア　レ・コレッツィオーニ　バルドリーノ

パスクア　ヴィッラ・ボルゲッティ　ルガーナ　

パスクァ　ヴィッラ・ボルゲッティ　ソアーヴェ・クラシコ　



 

国 地域 生産者名 画像

イタリア トスカーナ ラ　フォルナーチェ

イタリア トスカーナ レ　カチャイエ

イタリア ピエモンテ マイネルド

イタリア アルトアディジェ マルティーニ＆ゾーン

イタリア フリウリ コルッタ

※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。

南チロル地方で親子2人で始めた家族経営ワイナリー。きれいな酸と雑味なく口に広がる味わいは余韻もしっかり感じます。

色はほんのり黄色み帯び、デリケートで芳醇な味わいときめ細かい泡で飲み口も素晴らしい。

ピノビアンコ

プロセッコ

ガイオーレ・イン・キャンティ地区で造られ、伝統的製法によりエレガントで繊細、きれいな余韻と申し分ないワインです。

バルバレスコ村ネイヴェで造られる家族経営の小さなワイナリーです。色はほんのり黄金色、香りは桃やメロンなどのフルーツ
系、しっかりとした味わいと余韻の素晴らしさは絶品のワインです。

キャンティ　クラシコ

ランゲアルネイス　マリア　レティツィア

201９年　秋のリカーセレクション

No.012　イタリアワイン満喫　赤・白・スパークリングワイン5本セット

イタリアワインの中でも人気のワインを集めました。赤・白・スパークリングとイタリア旅
気分で満喫できる舌鼓必至のセットです。さまざまなシチュエーションでワインを愉しんで

ください。

家族経営の小さなワイナリーで、収量を最大限抑え、凝縮した味わいを引き出したワインです。濃厚なルビー色、きれいな酸と
バランスの良いタンニンが広がり余韻も素晴らしいワインです。

ロッソ　ディ　モンタルチーノ

商品名



 

国 地域 生産者名 画像

イタリア ウ゛ェネト
レ・ウ゛ィッ
レ・ディ・アン
タネ

イタリア
ピエモ
ンテ

カンティーネ・
サン・シル
ウ゛ェストロ

イタリア
ピエモ
ンテ

サンテロ

イタリア
ピエモ
ンテ

サンテロ

イタリア
トスカ
ーナ

ファットリア・
ディ・バッ
シャーノ

イタリア ラツィオ

アジィエンダ・
アグリコーラ・
コルテ・デイ・
パーピ

※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。

サン・マーニョ　チェザネーゼ・デル・ピーリオ

画像添付

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

ディーレ　バルベーラ・ダスティ　オーク樽熟成

画像添付

厳選したバルベーラ種のみから造られた赤ワインをオーク樽で熟成。深みのある豊かな香りと熟し
た果実を想わせる芳醇な味わいが魅力的です。

キアンティ　ルフィナ

画像添付

深いルビー色、チェリーやスミレの心地よい香りが広がります。果実味が豊かでタンニンが柔らか
くエレガント。ローストしたお肉や熟成チーズとの相性が抜群です。

バルバレスコ　マーニョ

画像添付

熟したイチゴの甘い香り。ミネラル、ホワイトペッパーのアクセント。松脂っぽいニュアンス。タ
ンニンがしっかりとあり、しまった印象。バニラや杉のようなフレーバー。余韻が長い。

ウ゛ィッラ・ヨランダ　バローロ

画像添付

クーネオ県のバローロ村を中心とするランゲ丘陵のネッビオーロ種から造られる赤ワインです。力
強く、長命、バローロらしいエステルを想わせる独特の濃密な香りが特徴的です。

201９年　秋のリカーセレクション

No.013　バローロ・バルバレスコ・アマローネが入った
ＤＯＣＧ赤ワイン6本セット

イタリア最高格付けとなるＤＯＣＧのワインを集めた6本セット。
バローロからバルバレスコ、そしてアマローネも入った上質な、
イタリアワインの世界を豪華ラインナップでご堪能頂けます。

商品名

アマローネ・デッラ・ウ゛ァルポリチェッラ

画像添付

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



国 地域 生産者名 画像 国 地域 生産者名 画像

イタリア プーリア州 ダ　カステッロ イタリア フリウリ州 ヴァル　ヴィティス

イタリア ピエモンテ州 サン シルベストロ イタリア ヴェネト州 マスティア

イタリア
ロンバルディア

州
ロッカ　グランデ イタリア カンパーニャ州 カンティーナ　ディ　トゥーフォ

イタリア シチリア州 ダ　カステッロ イタリア アブルッツォ州 トッロ

イタリア
トレンティーノ

州
コンチリオ イタリア トスカーナ州 グレヴェペーザ

※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。

テロルデゴ ロタリアーノ ロッソ ディトスカーナ

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

トスカーナのサンジョヴェーゼらしい赤い果実の香り。キュートなトップととマイルドな酸味、心地よいタンニンにメルロの
丸みとプティヴェルド、アリカンテの厚みと複雑さが加わり、深みのある味わいに昇華する。  トマトのブルスケッタ、チキン
ソテー、ジャーマンポテト、ラザニア、焼き鳥（塩）

ネロ ダーヴォラ モンテプルチアーノ アブルッツォ ロッカヴェントーサ

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

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

リーワインの赤。

クロアティーナ　IGT アリアニコ ベネヴェンターノ コルテジア

オルトレポパヴェーゼ原産の品種。メルローのようなソフトな口当たりが特徴的です。
濃厚なルビー色。ブラックカラント、桑、マラスカチェリーの芳香。スミレ、リコリス、セージのニュアンス。完熟した果実
の味わい。柔らかなタンニン。サラミ類ヤサルシッチャなどの塩蔵肉、野菜料理や豆のスープ。ソフトタイプのチーズに。

バルベラ ダスティ アレラミコ バルドリーノ

フレンチオークのバリックで9カ月熟成。濃厚なルビー色。プラム、スグリ、チェリｰ､スミレの芳香。スパイ
ス、ヴァニラのトーン。優雅な酸味とタンニン。適度な厚み。豊かな果実味のアフターテイストが長く持続。ラ

グー系のソースのパスタ、ラザーニャ、ミートローフなどに。

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

201９年　秋のリカーセレクション

No.014　イタリア10州10品種赤ワイン飲み比べセット

イタリアの北から南までの10州赤ワインを飲み比べができるセットです。
土着品種で人気のイタリアワインを味わいながら、思いをはせて旅気分をの飲みくらべを愉しんでみてはいかがでしょうか。

商品名 商品名

ネグロ アマーロ レフォスコ ダル ペドゥンコロ ロッソ 

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

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



国 地域 生産者名 画像 国 地域 生産者名 画像

イタリア シチリア州 コントリ イタリア アブルッツォ州 トッロ

イタリア プーリア州 ダ カステッロ イタリア ラッツィオ州 チェルクエッタ

イタリア  フリウリ州 ヴァルヴィティス イタリア ヴェネト州 マスティア

イタリア
カンパーニャ

州
カンティーナ ディ トゥーフォ イタリア トスカーナ州 グレヴェペーザ

イタリア ピエモンテ州 モランド イタリア マルケ州 ボッカ フォスカ

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

コルテーゼ ピエモンテ
ヴェルディッキオ デル カステッリ ディ

イエージ ラッジ　ディウヴァ

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。

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。

ファランギーナ ベネベンターノ コルテジア ビアンコ ディ トスカーナ

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。

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。

フリウラーノ グラーヴェ デル フリウリ ソアヴェ

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。

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。

フィアーノ　IGP フラスカティ テッレ ディ ロマネ

白い花、マンダリン、柑橘系の香りとフレッシュな酸を感じる。魚介のカルパッチョやサラダと合わせて楽しめるワイン
です。

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。

201９年　秋のリカーセレクション

No.015　イタリア10州10品種白ワイン飲み比べセット

イタリアの北から南までの白ワインを各州ごとで飲み比べができるセットをご紹介。
さわやかで紹介な味わい、滑らかな口当たりの辛口など、産地の個性や、土着品種の違いをお愉しみください。

商品名 商品名

グリッロ テッレ シチリアーネ テッレ デリゾラ トレッビアーノ ダブルッツォ ロッカ ヴェントゥーザ

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。

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



国 地域 生産者名 画像 国 地域 生産者名 画像

イタリア

フリウリ
ウ゛ェネツィ
ア・ジューリ

ア

カーサ・ウ゛ィニ
コラ・サルトーリ イタリア シチーリア

カンティーネ・エウロ
パ

イタリア シチーリア
カンティーネ・エ

ウロパ イタリア アブルッツォ
カンティーナ・エ・オ
レイフィーチョ・ソシ

アーレ

イタリア アブルッツォ
カンティーナ・
エ・オレイフィー
チョ・ソシアーレ

イタリア マルケ
カンティーネ・アウ

ローラ

イタリア ウ゛ェネト
カーサ・ウ゛ィニ
コラ・サルトーリ イタリア シチーリア フェウド・アランチョ

イタリア シチーリア
カンティーネ・ア

ウローラ イタリア プーリア トッレウ゛ェント

イタリア ウ゛ェネト
カーサ・ウ゛ィニ
コラ・サルトーリ イタリア プーリア サン・マルツァーノ

※
ボ

カベルネ・ソーウ゛ィニヨン　オーガニック イル・プーモ　プリミティーウ゛ォ

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

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。

エラ　グリッロ　オーガニック ウ゛ェント　ロッソ　Ｎ　トッレウ゛ェント

蜜を含む甘い果実香にミカンの花のようなフローラル感。口に含むと、穏やかな酸からミネラルと
果実味が膨らみをみせる。ボリュームがあり、大らかさを感じる白ワインです。

南イタリアの完熟ブドウから造られた、豊かな香りと濃厚な果実味が楽しめる赤ワインです。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。

シャルドネ　オーガニック フェウド・アランチョ　シラー

イタリアでオーガニックワインの認定を受けたシャルドネ種のワイン。フレッシュな果実味が口の
中をスッキリとさせてくれ、料理との相性もよい、飲み飽きしない万能な白ワインです。

プラムやカシスのような果実のアロマに粒胡椒のスパイス感。タイムのようなハーブ香も感じられる。滑らか
な舌触りに、ふくよかな果実味。酸味が全体の味を引き締めます。

ドモード　トレッビアーノ・ダブルッツォ エラ　サンジョウ゛ェーゼ　オーガニック

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。

ブルーベリーやラズベリーなど新鮮な赤果実の香りにリコリスやスパイスのヒント。口の中いっぱいに広がる
果実感とバランスのよいタンニンが魅力です。

ロチェーノ　グレカニコ ドモード　モンテプルチアーノ・ダブルッツォ

シチーリアを代表する地品種、グレカニコから造られる辛口の白ワイン。透明感があり、桃のよう
なジューシーさと、フレッシュな柑橘系の酸が広がります。爽やかで飲みやすい白ワインです。

アブルッツォの太陽をたっぷり浴びた完熟ワイン。プラムやチェリーの溢れるアロマに、ローズマリーやバニ
ラのブーケ。ジューシーで滑らかな果実味が特徴の、飲み応えあるワインです。

201９年　秋のリカーセレクション

No.016　イタリア12品種モノ・セパージュ　赤・白ワインセット

土着品種に代表される、さまざまなぶどうからワインが造られるイタリア。
イタリアを代表する地ぶどうから国産品種と呼ばれるぶどうまでモノ・セパージュをご紹介します。

商品名 商品名

ピノ・グリージョ　オーガニック ロチェーノ　ネロ・ダーウ゛ォラ

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。

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。



国 地域 生産者名 画像 国 地域 生産者名 画像

イタリア ピエモンテ カスティーノ イタリア トスカーナ ビアジオラ

イタリア
フリウリ-

ヴェネツィア
-ジュリア

ヴァッレ イタリア マルケ オッフィーダ

イタリア
フリウリ-

ヴェネツィア
-ジュリア

バルパネーラ イタリア プーリア
フェウディ・

ディ・グアニャー
ノ

イタリア ヴェネト ネグラール イタリア シチリア コントリ

イタリア ヴェネト ネグラール イタリア ヴェネト コントリ

イタリア トスカーナ ビアジオラ イタリア ピエモンテ カスティーノ

※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。

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。紫を帯びたルビー色。熟した果実の香り。余韻が長くまろやか。リコリスの香り。

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、余韻が長いスパークリングワインです。

マレンマ・トスカーナ・ロッソ スプマンテ・エクストラ・ドライ

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産。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頂けます。

パッサテンポ・ロッソ エリート・キュヴェ・ブリュット

ソアーヴェ・クラッシコ地区の標高80m、火山性土壌の畑。緑がかった麦わら色、桃や花のような
繊細な香り、ミディアムボディ、新鮮な味わいが感じられ、余韻にガルガネーガ種特有のアーモン
ドのようなドライでビターな余韻を残します。

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。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、後味に軽いビターな味わい
を残します。

ソアーヴェ・クラシコ コステ・ビアンコ・シチリア

ザクロ色をおびたルビー色。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。肉料理、熟成チーズに合う。または食後酒として

楽しめるワイン。

フェウディ・ディ・グアニャーノはジャンヴィート氏を中心に2002年誕生。グアニャーノ村近辺で年老いた
農家が耕作放棄してしまったネグロアマーロの畑を救うことを使命とし、オーガニック農法でブドウを造り・
ワイン造りに取り組んでいます。 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。

レフォスコ サレント・ロッソ

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です。

ラファエロ・ビアンコ ピチェーノ

201９年　秋のリカーセレクション

No.017　イタリアン・バラエティ 赤・白・スパークリングワイン12本セット

イタリアワインの赤・白・スパークリング12本を幅広く飲みくらべができるセットです。
イタリアワインとは、を識るにも良し、ちょっとしたホームパーティにももってこいの必需品。

商品名 商品名

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。標高230ｍの日当たりのよい丘陵は
石灰土壌で、純粋な果実味をもったバルベラを生産します。果実の香りと爽やかな酸味を持つバラ
ンスのよいワイン。

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
のニュアンスが感じられます。

ピエモンテ・バルベラ マレンマ・トスカーナ・ビアンコ



 

国 地域 生産者名 画像

アメリカ カリフォルニア カレラ

アメリカ カリフォルニア
クレンデネン
ファミリー

アメリカ カリフォルニア タリー

※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　秋のリカーセレクション

No.019　秋の味覚に合わせたい
カリフォルニア　ピノ・ノワール　赤ワイン３本セット

カリフォルニアでも屈指の人気を誇る生産者のピノ・ノワール飲み比べセットが登場。カリ
フォルニアの「ロマネ・コンティ」と称されるカレラ、パーカー５ツ星評価のタリーなど、

力強さと気品溢れる味わいをお楽しみください。

プラムやバラの花びら、キイチゴ、ほのかなスイカの砂糖漬けの香りが感じられます。口に含むとスパイシーなチェリーの風味
が、ブラックラズベリーと甘いオークの風味とともに広がります。柔らかい流れるようなテクスチャーで活き活きとしたフィ
ニッシュです。

セントラルコースト　ピノノワール

商品名

自社畑ル・ボン・クリマの若木のぶどうを使い、新樽を控えめにして、若い時期から楽しめるというコンセプトで造られたワイ
ンです。ワインは若くても、アロマは複雑で、ドライチェリー、ブラックベリーの香りがします。口当たりは驚く程リッチで、
フレッシュなレッドベリーの香りを感じさせます。タンニンと果実の酸味のバランスは見事です。「ピップ」とは、ジム・クレ
ンデネンの愛犬の名前です。

自社畑ストーン・コラル、リンコンを含むサン・ルイス・オビスポ郡のいくつかの畑のピノ・ノワールをブレンド。チェリー、
ラズベリーといったフレッシュフルーツのアロマと、クローブや土を感じさせる香りとのバランスが絶妙です。黒い果実の力強
いフレーバーとスパイスの香りを持ち、スムーズなタンニンのフィニッシュに続いていきます。特にポークのフィレ肉料理との
相性は抜群です。

ピノノワール　ザ・ピップ　ルボンクリマ  サンタマリアヴァレー

ビショップスピーク ピノノワール　サンルイオビスポ



 

国 地域 生産者名 画像

フランス ボルドー
シャトー・
オー・マゾリ

フランス ボルドー
ドメーヌ・ド・
ラ・ガラレル・
フェランダ

フランス ボルドー
シャトー・ブラ
ンダー

フランス ブルゴーニュ
ドメーヌ・モ
ン・ローム

フランス
コート・
デュ・ローヌ

レ・グラン・カ
イオ

※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。

2003年ビンテージの掘出しピノ・ノワール。2003年は大変暑い日が続いた年です。ブドウが良く熟したため、やわらかく華
やかで心地良い味わいです。

2005年ビンテージの赤ワイン。コート・デュ・ローヌ産の熟成を愉しめる希少な赤ワインです。熟成香が口内に留まり、やわ
らかい果実感を感じます。

ブルゴーニュ  ピノ・ノワール　2003

コート・デュ・ローヌ　ルージュ　2005

2003年ビンテージ掘出しボルドー赤ワイン。2003年は大変暑い日が続いた年です。ブドウが良く熟したため、やわらかい果
実感とふくよかな余韻が愉しめます。

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
が愉しめます。

ドメーヌ・ド・ラ・ガラレル・フェランダ　サン・テミリオン　2003

シャトー・ブランダー　ボルドー　1995

201９年　秋のリカーセレクション

No.020 　フランス産赤ワインの真髄を探索！
掘出しフランス赤ワイン5本セット

優良ビンテージと、口当たりの良い飲み頃ボルドーにブルゴーニュ地方のピノ・ノワールと
コート・デュ・ローヌ産の赤。さまざまな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5本セットです。

2000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しなやかなタンニンと華やかな余韻が愉しめま
す。

シャトー・オー・マゾリ　フロンサック　2000

商品名



 

国 地域 生産者名 画像

フランス ラングドック
シャトー・ド・

ペノティエ

チリ
カサブラン

カ・ヴァレー
テラ・マター

アメリカ
カリフォルニ

ア

ストーンヘッ
ジ・

ワイナリー

フランス ラングドック
ドメーヌ・

デュ・プティ・
プロ

イタリア フリウリ
マス・ダ・リー
ヴェ

フランス ブルゴーニュ
ドメーヌ・シャ

テルス

※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。

ドメーヌ・シャテルスはもともとぶどう農家として代々引き継がれている家系で、当時よりぶどうの質の良さで一目置かれる存
在です。銘醸地ブルゴーニュの小さな畑のシャルドネ種から樽熟成で仕込んだ、果実味と酸味のバランスが絶妙な味わいの白ワ

イン。ぶどうの旨味を強調するスタイルは、ぶどうの品質に対する確固たる自信を感じられます。

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。

マス・ダ・リーヴェは、イタリア白ワインの聖地、フリウリで代々続く家族経営の蔵元。フリウリ州のワインの特徴でもある、
ミネラル感と豊かな果実味を感じるコクのあるシャルドネです。トロピカルフルーツに、ヘーゼルナッツや、アーモンド、ほの
かにバニラを感じる華やかな香り。華やかな果実味を楽しめます。

ドメーヌ・デュ・プティ・プロ・シャルドネ

マス・ダ・リーヴェ・シャルドネ・樽熟成

シャテルス・ブルゴーニュ・シャルドネ

「母なる地」を意味するテラ・マター。買いぶどうでなく、自社ぶどうにこだわり、栽培から醸造まで一貫して行います。アル
タムリシーズは、樹齢の高い単一畑のぶどうを使用し、フレンチオークの新樽で熟成させるという贅沢なワイン。このシャルド
ネは、美しい黄金色が素晴らしく、樽熟成からなるバター、ハチミツ、パイナップルのようなアロマと、飲みごたえある味わい

が見事です。

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。

アルタム・シャルドネ

ストーンヘッジ・シャルドネ・カリフォルニア

201９年　秋のリカーセレクション

No.022 世界の濃厚シャルドネ白ワイン6本セット

濃厚で深みのあるワインが飲みたくなるこの季節。その中でも特に、秋の味覚にマッチする
フレンチオーク樽で熟成したワインを厳選しました。まろやかで口当たりの良い白で秋の食

卓をより一層楽しんでみてはいかがでしょうか。

1620年から代々続く南仏ラングドックの由緒ある蔵元。海抜200m-400mの高台にある畑では、地中海地域の厳しい暑さが緩
和され、ぶどうは時間をかけて成熟し、優しい香りのワインに仕上がります。芳醇なバニラのアロマとパイナップル、ハチミツ

のような甘く濃厚な口当たりがまるでブルゴーニュの白ワインの様。南仏ならではの芳醇な味わいと深みのある白です。

マルキ・ド・ペノティエ・シャルドネ

商品名



 

国 地域 生産者名 画像

アメリカ オレゴン クランドライン

イタリア ロンバルディア ナターレ・ヴェルガ

チリ
カサブランカ

ヴァレー
ウンドラーガ

フランス シャブリ
ドメーヌ・ド
ルーアン・
ヴォードン

チリ クリコヴァレー ウンドラーガ

南アフリカ ウェスタンケープ ボッシェンダル

※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。

201９年　秋のリカーセレクション

No.023　世界のピノノワール&シャルドネ 赤・白ワイン6本セット

伝統国～ニューワールドまで、幅広いエリアから、
人気品種のピノ・ノワールとシャルドネを選び、お買い得な6本セットにしました。

テロワールをよく表した各国の味わいをお愉しみください。

商品名

オレゴン ピノ･ノワール

柔らかいタンニンとほどよい酸、そしてチェリーなどのしっかりとしていながら、かつエレガントな果実味が感じられます。

ヌアレ ピノ･ネロ

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。

 アリウェン レセルバ ピノ･ノワール

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。

シャルドネ

爽やかなシトラスと熟したトロピカルフルーツの味わいが、樽発酵・樽熟成からくるバターのような味わいによって複雑味と丸
みを帯び、バランスのとれた味わいとなります。

シャブリ レゼルヴ･ド･ヴォードン

心地よい柑橘系の香りに、ミントリーヴやレモングラスを想わせる香り。生き生きとしたクリーンで上品な酸、バランスが良い
味わいです。

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。樽熟成に由来する、甘みのあるバニラやココナッ
ツのニュアンスが後味に程よく残ります。



国 地域 生産者名 画像 国 地域 生産者名 画像

スペイン カヴァ ソレール・ジョベ スペイン カタルーニャ ロケタ・オリヘン

スペイン カタルーニャ ロケタ・オリヘン スペイン カタルーニャ ロケタ・オリヘン

スペイン カタルーニャ ロケタ・オリヘン スペイン
ウティエル・
レケナ

コヴィーニャス

スペイン カタルーニャ カ・ネストラック スペイン ナバラ オチョア・クリアンサ

スペイン ルエダ アルバレス・イ・ディエス スペイン
リベラ・デ
ル・ドゥエロ

アルスアガ・ナバロ

※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。

トロピカル･フルーツのアロマ、厚みのあるフルーティーな味わいです。口当たりは柔らかくスムーズで、葡萄
品種の個性がよく引き出された白ワインと言えるでしょう。豊かな果実味とほんのり甘みのある香りが人気。
2016年開催の世界ソーヴィニヨン大会に25か国から901本が出品。2015年ヴィンテージが金賞と最高賞
のＷ受賞しました。現行のヴィンテージは、2018年です。

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。

マンテル・ソーヴィニョン・ブラン ラ・プランタ

通常､カヴァの製造に用いられるチャレッロ品種を主体としており､みずみずしい果実味と爽やかな酸味が特徴
的で､グレープフルーツのアロマや後味に紅茶の葉の香りが感じられます。バルセロナの旧市街にある老舗高級
ワインショップ『ヴィラ･ヴィニテカ』がオーナーで、バルセロナの北にあるモンセラート山の丘陵地帯に位置
しているワイナリーです。

樽熟成：12ヶ月。瓶熟成：6ヶ月。世界的に有名なワインスクールWSETで「綺麗に造られたテンプラニー
リョのお手本」として教材で使用。ブドウ本来の優しい赤果実の香りに、オーク特有のバニラのタッチ。まろ
やかな味わいで、熟した果実と柔らかいタンニンが心地良く、幅広い食事と好相性のワインです。牛追いの祭
りで有名なナバラ地方のワインです。

カ・ネストラック・ブランク ボデガス・オチョア

今注目の品種ガルナッチャ･ブランカ100％。淡い黄色。柑橘系、フローラルを中心とした豊かなアロマです｡
フレッシュな酸とミネラリティを伴う爽やかさがはじけるような口当たりの余韻が長いワインです。バルセロ
ナのオシャレなビーチ･レストラン(チリンギート)で大人気のワインです。

バレンシアの地葡萄のボバルの魅力が伝わるフレッシュさと凝縮感をお楽しみ頂けます。ワイルド・ストロベ
リーのアロマ。赤果実のしっかりとしたノートを伴い、柔らかく旨みがあります。樹齢25年以上の株仕立ての
ボバルを手摘み収穫し、3ヶ月間オークで熟成しました。紀元前2世紀に地中海を席巻していた商人たちが使用
していた硬貨をモチーフとしてエチケットにあしらっています。

シネラ・ガルナッチャ・ブランカ ヴィジャ・デ・アドノス・ボバル・ティント

品種は、マカベオ80％、シャルドネ20％。ジャスミンなどの白い花の香りと､パッションフルーツ､グレープ
フルーツ､りんごなどの新鮮なフルーツ､酸味と健康的なミネラルをたっぷり感じられ､滑らかな口当たりで､厚
みがありボリュームも豊か。バランスの良くとれた白ワインです。現在のボデガは1898年よりラモン･ロケタ
氏により創設されました｡

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。バルセロナのオシャレなビーチ･レストラン(チリンギート)で大人気のワインです。

ロス・コンデス・ブランコ シネラ・ガルナッチャ・ティンタ

201９年　秋のリカーセレクション

No.024　スペイン赤・白・スパークリングワイン１０本セット

人気レストラン 『スペインクラブ』 で提供される、スペイン各地のワインを取り揃えました。
生ハムやチーズ、秋の味覚と一緒に、スペイン旅気分をお愉しみ頂けるバラエティーに富んだ１０本セットです。

商品名 商品名

熟成期間10～15ヶ月のカヴァ(瓶内二次発酵)。軽快で繊細な味わいが口の中で広がる、フレッシュな辛口の
スパークリングワイン。青リンゴやパイナップルなどを想わせる心地よい香りがします。いろいろな料理に合
わせられますが、特に食前酒（アペリティフ）に最適です。ワイン王国64号で四つ星半を獲得！　ドイツや北
欧を中心に人気のあるワイナリーです。

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。

モネガール・セルダ・ブリュット　 ロス・コンデス・ティント



 

国 地域 生産者名 画像

フランス ラングドック マス・ド・ジャニーニ

フランス ラングドック ドメーヌ・アザン

フランス ロワール シャトー・ド・ラ・ボンヌリエール

フランス ラングドック マス・ド・ジャニーニ

フランス カオール クロ・シギエー

フランス ボルドー シャトー・オー・ムーラン

※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　秋のリカーセレクション

No.025　滋味深い自然派赤・白ワイン6本セット

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

ラインナップです。

商品名

セ ビアン コム サ ブラン

生産者とディオニーが共同開発C'est bien commeça!=それええやん！という意味の気軽に楽しんでいただきたい辛口白ワイン、収穫後
プレスしステンレスタンクで発酵そのまま4 ヶ月熟成、清澄せず軽く濾過し瓶詰めしました。透明感のあるレモンイエローの外観に、レ
モンやライム、ミント、トロピカルフルーツの香り、フレッシュな酸と果実味のバランスが取れています。

AZAN ブラン

気軽に楽しめるスクリューキャップの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ヴィオニエ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、澄ん
だホワイトイエローの色調に、黄色い果実の香りとハチミツの風味の中に程良いコクと舌触りを楽しめる爽やかな味わいです。

トゥーレーヌ・ソーヴィニヨン

1989年設立の歴史あるドメーヌが造るロワールのオーガニックワインのロングセラーです。果皮を少し破いて醸すマセラシオン・ペニ
キュレールを6時間行った後、デキュヴァージュし空気圧搾した果汁を温度管理しながらステンレスタンクで発酵、シュールリーで熟成し
ました。淡いイエローの外観からフレッシュバジルやレモンの香りを感じます。爽やかかつ美しい酸、安定感はさすがです。

キュヴェ・ルイーズ

1650年にボルドーの地でブドウ樹の植樹を始めた代々続く大規模経営のリュルトンファミリーが手がけるビオシリーズで、メルローと
カベルネソーヴィニョンをステンレスタンクで発酵後、12ヶ月熟成しました。褐色を帯びたレンガ色、カシスやダークチェリー、オーク
の香り、やや直線的な印象ですが滑らかなタンニンが柔らかく、果実味と熟成感が調和するシルキーなアフターが特徴です。

セ ビアン コム サ ルージュ

生産者とディオニーで共同開発C'est bien commeça!=それええやん！という意味の気軽に楽しめる赤ワイン、樹齢25年のカリニャンと
シラーを収穫後ステンレスタンクで発酵と同時にマセラシオンカルボニック後、4 ヶ月熟成し清澄せず軽く濾過し瓶詰めしました。ル
ビーの色調に、ダークチェリーやカシスの香り、瑞々しい果実味とこなれたタンニンが口中に拡がります。

カオール

流行りのテクニックなんて興味がないのでしょう。カオールは黒ワインの産地と呼ばれる程、ぎっしり渋味の多い味わいの中で「懐かし
くて、なんて上品」と、昔ながらの味わいを知ってる地元の人達にも絶賛です。ステンレスタンク発酵、木樽で24ヶ月熟成後、ノンフィ
ルターで瓶詰めしました。乾燥ハーブや鉄のニュアンス、軽やかでフレッシュな果実にアフターのタンニンが美しく溶けます。



 

国 地域 生産者名 画像

アルゼンチン メンドーサ プレンタ・エステイト

イギリス ケント ガズボーン・エステイト

フランス シャンパーニュ R&L ルグラ

フランス ブルゴーニュ ドメーヌ・コロンビエ

イタリア ピエモンテ チェルッティ

チリ リマリ  デ・マルティノ

※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。

Legadoとはlegacyという意味。長年かけて開拓してきた畑、慎重に選びぬいた区画のブドウを使用してつくられるワイン。
力強さ、個性、熟成可能性を秘めたワインです。平均１０年使用の古樽にて熟成することで、素直な味わいの、バランスのとれたワインに仕
上げます。

収量は小さいながらも、素晴らしい品質となった2017年。発酵と熟成は全てタンクで行い、熟した果実と、キリッとした酸と爽やかなミネ
ラルとの間に、調和とバランスのあるワインに仕上がっています。

緑色の色調がかった藁色で、野草やハーブなどの香りに続いて黄色い果実やトロピカルフルーツ、白い花、ミネラルの香り。熟成を重ねると
よりアロマも開きます。さっぱりと感じさせる酸もしっかりありながら、余韻も長く口の中でたっぷりとしたボディが感じられます。

2017 ベリーズ・シャブリ

2015 ピエモンテ･シャルドネ、リーヴァ、チェルッティ

2017 レガード・シャルドネ、D.O.リマリ

リンゴとレモンの味わいに、期待を裏切らないミネラリティ。爽やかな酸のおかげで、飲み飽きることをしりません。3年もの間たっぷり澱
と共に寝かせ、さらに瓶熟を重ねることで、複雑味とミッドパレットの芳醇な味わいと旨味が生まれています。

R&L ルグラは、エペルネの南東シュイィ村にあり、200年以上続く由緒あるドメーヌです。欧州各国のトップクラスのホテルや三ツ星レス
トランでの評価が高く、プロの御用達シャンパーニュとして定評があります。品質は安定し、シャルドネの潜在力を生かした、フレッシュさ
を基調にしたシャンパーニュ造りに徹しています。

2013 ガズボーン・エステイト、ブラン・ドゥ・ブラン

シャンパーニュ R&L ルグラ、ブラン・ドゥ・ブラン

201９年　秋のリカーセレクション

No.026　シャンパーニュも、シャブリも！シャルドネを愉しむワイン6本セット

英国王室御用達の老舗ワイン商〈BB&R〉が厳選した人気品種シャルドネの6本セットをご紹介。
世界のワイン名産地より選び抜かれた、イチオシの味わいをご堪能ください。

明るい緑の色味を帯びたレモンイエローの色調を呈しています。トロピカルフルーツの香りと、フレンチオーク樽での熟成に起因するトース
トしたアーモンドやハチミツのニュアンスが感じられます。口あたりは力強くかつスムーズ、バランスの良い酸味と長くエレガントな余韻が
あります。

2017 プレンタ・エステイト、シャルドネ、メンドーサ

商品名



国 地域 生産者名 画像 国 地域 生産者名 画像

チリ
カサブラン
カ・ヴァ
レー

フライ・レオン チリ マイポヴァレー テラ・マター

チリ
レイダ・
ヴァレー

テラ・マター
オーストラ

リア
リヴァリーナ

カラブリア・ファ
ミリー・ワインズ

フランス
ブルゴー
ニュ

ドメーヌ・
フィリップ・

ジャノ
フランス ブルゴーニュ

ドメーヌ・シャテ
ルス

オーストラ
リア

リヴァリー
ナ

カラブリア・
ファミリー・
ワインズ

フランス ラングドック
ヴィニョーブル・
ロルジュリル

ニュージー
ランド

ネルソン
テ・マニア・
ワインズ

スペイン ラ・マンチャ
ガルシア・カリヨ

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。

純粋な果実味と品種の特徴を十分に引き出すため、樽の使用は抑え、若くからでも楽しめるという
コンセプトから造り出したワイン。しかし味わいは極めて複雑で、口当りはソフトですが、シル

キーなタンニンが長い余韻をもたらします。

ラ・マンチャの伝統的な造りと土壌の特徴を余すことなく反映。このシャルドネは乾燥した大地ならではの完
熟果実の風味が豊かで、トロピカルな香りや濃縮感がたっぷりです。冷やして飲めば、その飲み口の良さは抜

群で、お食事にあわせて、あるいはそれだけでも気軽に楽しめる1本です。

テ・マニア・ピノノワール オペラプリマ・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。

1620年から代々続く南仏ラングドックの由緒ある蔵元。南フランスの燦々とふり注ぐ太陽の光を浴びて完熟
したぶどうから生まれるバリューで美味しいワイン。シトラスやアプリコットのようなまろやかな果実味に心

地よい酸味があり、口当たりの良い爽やかな味わいに仕上がっています。

リッチランド・ピノノワール ロランジュレ・シャルドネ

サントネを中心にワインを手掛けるドメーヌ。瑞々しいイチゴやチェリーのアロマ。ピノ・ノワー
ルの香り高さが素直なタッチで描かれた味わいには、甘酸っぱい赤系果実が染みわたり、素直なお

いしさを備えた一本。

ドメーヌ・シャテルスはもともとぶどう農家として代々引き継がれている家系で、当時よりぶどうの質の良さ
で一目置かれる存在です。銘醸地ブルゴーニュの小さな畑のシャルドネ種から樽熟成で仕込んだ、果実味と酸
味のバランスが絶妙な味わいの白ワイン。ぶどうの旨味を強調するスタイルは、ぶどうの品質に対する確固た

る自信を感じられます。

ドメーヌ・フィリップ・ジャノ・
ブルゴーニュ・ルージュ

シャテルス・ブルゴーニュ・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。

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。

テラマター・ヴィンヤード・リザーヴ・ピノノワール リッチランド・シャルドネ

201９年　秋のリカーセレクション

No.027　世界のピノ・ノワールVSシャルドネ　赤・白ワイン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

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。

チリの中でも、自社ぶどうにこだわりを持つ、テラ・マター。中でも、手摘みで収穫されたぶどうを使用し
ピーチやバナナなどトロピカルな果実味を体現したのがこのシャルドネ。一部のワインはフレンチオークの中

で発酵されているため、心地よい樽のスモーキーなニュアンスが楽しめます。

マティナル・レゼルヴァ・ピノノワール ストーンヘッジ・シャルドネ・カリフォルニア



国 地域 生産者名 画像 国 地域 生産者名 画像

フランス
ラングドッ

ク=ルー
ション

ソーヴィニュ
ロン

フランス
ラングドック=

ルーション
ソーヴィニュロン

ブルガリア トラキア テリッシュ イタリア シチリア フィッリアート

イタリア ウンブリア ファレスコ 南アフリカ 西ケープ オーバーヘックス

アメリカ
カリフォル

ニア

コースタル・
リッジ ワイナ

リー
アメリカ カリフォルニア

シーリッジ ワイナ
リー

チリ
セントラル
ヴァレー

ヴィーニャ・
サンエステバ

ン
チリ

セントラルヴァ
レー

ヴィーニャ・サン
エステバン

※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　秋のリカーセレクション

No.02８　世界のメルローVSシャルドネ　赤・白ワイン10本セット

バランスの良さと飲みやすさが人気のメルロー種で造られる赤ワインと
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くら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　メルロー アンリ・ノルドック　シャルドネ

ブラックベリーやプラムなどの黒系果実とクローブやペッパーのスパイシーな香り。樽のスモー
キーなアロマと黒い果実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

る赤ワインです。

柑橘系果実やエキゾチックフルーツの香りと熟したメロンやバニラのアロマ。口当たりはソフトで複雑さがあ
り、フレッシュで生き生きとした味わいの白ワイン。

テリッシュ メルロー ブランチフォルティ　シャルドネ

とても心地の良い新鮮な果実味がエレガントで引き締まったミディアムボディの赤ワイン。また、
後味に繊細でスパイシーなタンニンが口中に広がる。

口当たりは複雑で柔らかく、爽やかでありながらボリューム感のあるドライな白ワイン。

ウンブリア　メルロー バランス・ワインメーカーズ・セレクション シャルドネ

豊かな果実味のある柔らかな口当たり。丸みのあるタンニンと心地よい酸のバランスが良く、スパ
イス、バニラの風味のあるエレガントな赤ワインです。樽熟成5ヶ月以上

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

コースタル・リッジ　メルロー シー・リッジ シャルドネ

ベリー類の豊かな香りに、ほのかにメントールを想わせるアクセントが心地良い。口当たりは柔ら
かく、豊かな果実味に程よい酸味とキメ細かなタンニン、スパイスの余韻を楽しめるバランスの取

れた味わい。

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 メルロー VSE クラシック・シャルドネ

フランボワーズや赤系ベリー、プラムを想わせる香り。やさしい口当たりでソフトなタンニンとス
パイシーな酸味もある豊かな果実味の赤ワイン。

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



 

国 地域 生産者名 画像

フランス ブルゴーニュ クレ－ル　エ　ディディエ　マルス

フランス ブルゴーニュ ドメ－ヌ　アルマン　ジョフロワ

フランス ブルゴーニュ ブシャ－ル　ペ－ル　エ　フィス

フランス ブルゴーニュ ドメ－ヌ　ルネ　ルクレ－ル

フランス ブルゴーニュ ドメ－ヌ　ルネ　ブ－ウ゛ィエ

※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　秋のリカーセレクション

No.029　ジュヴレ・シャンベルタン赤ワイン5本セット

ブルゴーニュでも屈指の人気の赤ワイン、ジュヴレ・シャンベルタンを異なる生産者で集め
ました。豊かな香りと肉付きの良い果実味は牛・鳥・豚、キノコなどのお料理にぴったりな

味わいです。

商品名

ジュウ゛レ　シャンベルタン

ブラックチェリーなどの豊かな果実味やスパイスのニュアンス、樽香が溶けあった、コストパフォーマンスの高いジュヴレ・シャンベルタンで
す。

ジュウ゛レ　シャンベルタン

ジュヴレの村で19世紀から続くドメーヌで、畑の樹齢の高さでも知られます。赤い小さい果実のチャーミングな香りが豊かで、程よく凝縮感
のある、バランスのとれたワインです。村名ワインとは思えない、１級に近い凝縮味を誇ります。熟成の世界も期待できます。

ジュウ゛レ　シャンベルタン

創業1731年。コートドール中心に約130haの畑を所有する最大級のドメーヌ。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。

ジュウ゛レ　シャンベルタン

ジュヴレ・シャンベルタン村で、極めて「手づくり」感のワイン造りをするドメーヌ。比較的若い間からバランスのとれた風味で、しかも長熟
しても良さを失わないのが、ルネ　ルクレール家のワインづくりの特徴です。野生の赤いベリーやフローラルに森の下草のニュアンスも感じる
いきいきとしたワイン。

ジュウ゛レ　シャンベルタン　ラ　ジュスティス

1910年にアンリ ブーヴィエにより設立。2005年にはオスピスで「5人の有望な若手生産者」に選出。熟した黒系果実にスミレのニュアン
ス、ボリューム感の大きい香り。肉付きがよく、非常にいきいきとしていて、ビロードを思わせるなめらかな口当たりがエレガント。ジュヴレ
のテロワールの特徴を見事に現しています。



 

国 地域 生産者名 画像

フランス ボルドー ー

フランス ボルドー ー

フランス ボルドー ー

フランス ボルドー ー

フランス ボルドー ー

フランス ボルドー 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　べシュロー　2016年

ミッシェル　ローラン　コンサルティングワイン。べシュローという地名で知られるシャトーは19世紀より家族経営のプチシャ
トー。粘土質土壌のテロワールのメルローはシルキーな舌触りでエレガント。

シャトー・キュレ・ブルス　2014年

2級格付けのデュフォール・ヴィヴァンのオーナー　ゴンザック・リュルトン氏。単一区画で作り上げるカベルネソーヴィニョン
主体の伝統的なマルゴースタイルのワイン。

シャトー・ヴィルジョルジュ　2015年

1937年にルシアン　リュルトンが購入し、1992年から娘のマリー　ロールが所有。深い砂質でマルゴー地区に似た土壌条件
の畑からはしなやかさと力強さを兼ね備えたワインが産み出される。黒い果実の芳香と長い余韻が印象的。

ラ　シャペル　ド　メイネイ　2012年

シャトーメイネイの２ndラベル。18ヶ月フレンチオーク樽にて熟成。色合いは紫がかったルビー色。程よいタンニンと少し甘味
を感じるスパイシーな味わい。牛肉のリヴステーキや鶏肉のクリーム煮込みなどによく合います。

シャトー　ロムフォール　2013年

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、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ワイン。

201９年　秋のリカーセレクション

No.030　グレートヴィンテージ含むボルドー垂直ヴィンテージ6本セット

2011年から2016年までのボルドーの垂直ビンテージの飲みくらべセットです。同じ産地
ながらもビンテージごとに違う味わいの変化を感じながら、ワイン片手に思い出に花を咲か

せてみるのもまた一興です。

商品名

シャトー　ピエール　ド　モンティニャック　2011年

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。



 

国 地域 生産者名 画像

フランス ブルゴーニュ
ドメーヌ・シャ
ンソン

フランス ブルゴーニュ ルイジャド

フランス ブルゴーニュ
ドメーヌ　オリ
ヴィエ　メール
ラン

※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　秋のリカーセレクション

No.0３１　人気銘醸地シャブリ、ムルソーを含む
ブルゴーニュ産シャルドネ飲みくらべ白ワイン3本セット

ミネラル感豊かな北部のシャブリ、重厚感のある中部のムルソー、果実味豊かな南部のプ
イィ・フュイッセ、ブルゴーニュ銘醸地の村名クラスをセレクトしました。北部から

南部までの土地によって異なる個性をお愉しみください。

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。

シャブリ

商品名

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。穏やかながら厚みのある果実味と、フレッシュな酸味が絶
妙なバランスの辛口。

ムルソー

プイィ　フュイッセ

ムルソーは、シャルドネを栽培するには完璧と言える理想的な土壌（泥灰土）で、「偉大なホワイト・ブルゴーニュワイン」の
中心産地とされています。ルイ・ジャド社のムルソーは強い芳香、よく熟した果実味あふれる香りが口中に広がり、とろみのあ
るなめらかなワインです



 

国 地域 生産者名 画像

フランス ブルゴーニュ ドメーヌ・ローラン

フランス ブルゴーニュ ドミニク･ローラン

フランス ブルゴーニュ ドメーヌ・ローラン

※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　秋のリカーセレクション

No.0３２　〈ドミニク・ローラン〉満喫赤ワイン3本セット

〈ドミニク・ローラン〉の醍醐味とも言えるグラン・クリュや、人気アペラシオンのプル
ミ・エクリュを3本セットに致しました。ブルゴーニュの神髄ともいえる素晴らしい逸品を

お愉しみください。

このグラン･クリュ最上の区画、｢プラント･ラベ｣でブドウを栽培している。夜明けから日没まで、あるいは朝から夜までの間、
太陽の恩恵を十分に受けたワイン。非常に完熟しております。土壌はヒトデなどの小さな化石や石灰岩が、入り混じった特別な
もの。収量も２３ｈｌ／ｈａと驚異的。

クロ・ド・ヴージョ・グランクリュ ラ・プラント・ラべ

商品名

村の北部、ボンヌ・マールとの境にある石だらけの斜面にある好立地。透明感のある濃いルピーの色調｡ソフトなベリー系果実の
アロマを中心に､ほのかにスパイスのニュアンス｡芳醇な果実味にシルキーで滑らかなタンニンが溶け込み､よりエレガントな味わ
いに仕上がっています｡

ワインのバランスは素晴らしく、ドメーヌで最も暗い色合いのワインとなりました。偉大なトリュフ、黒いフルーツや牡丹の花
の香り、醸造には繊細さが求められました。この非常に高貴な土壌は｢ダモード｣に置いても僅かしかない区画にのみしか存在し
ません。

シャンボール・ミュジニ・プルミエクリュ・レ・フュエVV

ニュイ・サン・ジョルジュ・プルミエクリュ・オー・ダモード



 

国 地域 生産者名 画像

フランス ブルゴーニュ シャンピー

フランス ブルゴーニュ シャンピー

フランス ブルゴーニュ シャンピー

フランス ブルゴーニュ シャンピー

フランス ブルゴーニュ ドミニク・ローラン

フランス ブルゴーニュ ドミニク・ローラン

※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。

ショレ・レ・ボーヌVV

他に類のない厚みを持った、非常に凝縮したワインに仕上がっています。このワインはリコリスとスパイスの間隔を持った、
コート･ド･ニュイのスタイル。低めの温度での醸造に由来するカシスの香りが、その印象を強めています。特に最近のトロンセ
の木樽で熟成させたことが功を奏している。

ショレ・レ・ボーヌ ル・ジャルダン・ビオ・シャンピー

化学肥料、農薬を一切使用せず栽培した有機ぶどうで仕上げた赤ワイン。円熟したラズベリーを想わせる華やかな果実のアロマ
が魅力的です。

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。

リュリー

桃やアプリコットを凝縮した香りが心地良いワイン。樽醸造、樽熟成からくるバニラやナッツの風味。しなやかでまろやかにも
関わらず奥行きのある複雑な味わい。AOCは1939年に認定。１９世紀初頭からクレマン・ド・ブルゴーニュの重要産地の一つ
となる。230〜300mの標高で年度石灰質土壌。

ボーヌVV

ブラックチェリーのような力強い果実の香り。凝縮感に溢れ、厚みのある中に、胡椒のようなスパイシーなアクセントがきれい
に溶け込んだ印象を受ける、やや重口タイプの赤ワインです。

201９年　秋のリカーセレクション

No.0３３　ブルゴーニュワイン満喫赤・白・ロゼスパークリングワイン6本セット

1720年創業の老舗メゾン、〈シャンピー〉とブルゴーニュ屈指の造り手〈ドミニク・ロー
ラン〉をご堪能いただけるワインセット。ブルゴーニュファンのみならずワイン好きにおす

すめの珠玉のセットです。

商品名

クレマン・ド・ブルゴーニュ・ロゼ

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｡



 

国 地域 生産者名 画像

フランス ブルゴーニュ
フィリップ・ル
クレール

フランス ブルゴーニュ
フィリップ・ル
クレール

フランス ブルゴーニュ
ドメーヌ・アラ
ン・ミシュロ

※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　秋のリカーセレクション

No.034 プルミエ・クリュも含む
ブルゴーニュ村名ピノ・ノワール赤ワイン飲みくらべ3本セット

 飲み頃プルミエ・クリュのニュイ・サン・ジョルジュ、優良ビンテージのジュヴレ・シャン
ベルタンとシャンボール・ミュズィニのピノ・ノワールの飲み比べ3本セットです。芳醇で
華やかなピノ・ノワールをお愉しみください。

2015年優良ビンテージ。ジュヴレ・シャンベルタンならではの厚みがあり芳醇な味わいです。フィリップ・ルクレールの特徴
はブドウ本来の味わいを引出すために、収穫と醸造にこだわっています。

ジュヴレ・シャンベルタン アン・シャン　2015

商品名

2015年優良ビンテージ。シャンボールの特徴であるエレガンで華やかな果実感が口内に広がります。

2008年飲み頃プルミエ・クリュのピノ・ノワール。しなやかで華やかな果実感が印象的です。ドメーヌ・アラン・ミシュロは3
世代にわたって古くからの伝統を持つドメーヌで知られています。

シャンボール・ミュズィニ　2015

ニュイ・サン・ジョルジュ プルミエ・クリュ　オー・シェニョ　2008



 

国 地域 生産者名 画像

フランス ブルゴーニュ
ドメーヌ　ダ
ヴィド　デュバ
ン

フランス ブルゴーニュ
ドメーヌ　ダ
ヴィド　デュバ
ン

フランス ブルゴーニュ
ドメーヌ　ダ
ヴィド　デュバ
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　秋のリカーセレクション

No.0３５　2015年ブルゴーニュ産
〈ダヴィド デュバン〉村名飲みくらべ赤ワイン3本セット

バイヤーズガイド「ル・メイユール・ヴァン・ド・フランス」で2015年からブルゴーニュ
地方の3ツ星に昇格し、高評価を獲得する〈ダヴィド・デュバン〉の良年ビンテージ2015

年村名クラスの飲みくらべができるセットです。

商品名

モレイ・サン・ドニ　２０１５

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！理想のワインを造るため、
畑にいる時間をなにより大切にし、完全に有機栽培を行う。エレガントながら優しいパワーがあり、とてもバランスよく素晴ら
しい味わい。

シャンボール・ミュジニー　２０１５

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！理想のワインを造るため、
畑にいる時間をなにより大切にし、完全に有機栽培を行う。余韻が長く、エレガントな果実味。 ミネラル感のある素晴らしいバ
ランスとツヤが美しい。

ニュイ・サン・ジョルジュ　２０１５

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！理想のワインを造るため、
畑にいる時間をなにより大切にし、完全に有機栽培を行う。ほのかな優しさと甘い果実香。果実味と旨みがありボリューム感の
ある味わい。



 

国 地域 生産者名 画像

オーストリ
ア

ニ－ダ－
エスタライヒ

ニコライホーフ

オーストリ
ア

ニ－ダ－
エスタライヒ

ニコライホーフ

オーストリ
ア

ニ－ダ－
エスタライヒ

ニコライホーフ

オーストリ
ア

ニ－ダ－
エスタライヒ

ニコライホーフ

オーストリ
ア

ニ－ダ－
エスタライヒ

ニコライホーフ

※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　秋のリカーセレクション

No.036　〈ニコライホーフ〉白ワイン5本セット

オーストリアを代表する生産者であるニコライホーフはビオディナミの先駆者、オーストリ
アで初の辛口白ワインでパーカー100点を取得した生産者としても知られています。そのワ
インは何よりもアロマティックで優しい果実味が特徴で飲む者の心を癒してくれるような味

わいです。

商品名

グリュ－ナ－フェルトリ－ナ－

品種由来の白コショウなどのスパイスを思わせる香りが特徴的で、柔らかい酸と柑橘系果実はリンゴの果実の印象が心地よい味
わいのワイン。

イムウ゛ァインゲビルゲグリュナ－フェルトリ－ナ－　フェダ－シュピ－ル

イム ヴァインゲビルゲはオーストリアで最古のブドウ畑。その畑で収穫したブドウで造ったワインは、グレープフルーツやカリ
ンなどの柑橘系果実と、白い花やスパイスの香りのあるバランスのよい味わい。

ゲルバ－ムスカテラ－　フェダ－シュピ－ル

黄桃や、リンゴ、白や黄色の花を思わせるフルーティな香りが一杯に広がります。ミネラルも果実味も十分ですが、バランスの
よい美しい酸がワイン全体を引き締め、上品な味わいに仕上げています。

フォン　シュタイン　リ－スリング　フェダ－シュピ－ル

フォンシュタインの畑から収穫されたブドウで造られたワイン。フルーティなブドウの旨みとみずみずしさをそのままに感じら
れる味わい。柔らかく心地よい飲み口のリースリング。

エリザベ－ト

グラスの中で時間と共に様々な品種のニュアンスが絶妙なハーモニーを奏でます。ワインに骨格を与えている美しい酸の余韻が
美しいハーモニーを持つワイン。「エリザベス」は所有者のサース夫妻の娘の名前に由来。



 

国 地域 生産者名 画像

フランス ロワール
ドメ－ヌ　デ
　コニェット

フランス ロワール
シャト－　ド
　ク－レ－ヌ

フランス ロワール
ドメ－ヌ
デュ　ノゼ

フランス ロワール
ドメ－ヌ
ジットン

フランス ロワール
ニコラ
ジョリ－

※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　秋のリカーセレクション

No.037　ロワール地方の白ワイン5本セット

かつてフランスの政治・文化の中心で貴族たちもこぞって城を建てるなど華やかな
歴史を持つロワール地方。様々な品種が広範囲に栽培される中、代表的な地域と品

種の白ワインはどこか懐かしさを感じさせます。

代々ブドウ栽培を行っているペロー家。兄弟で栽培と醸造を担当しています。ミュスカデが熟成することを知ってもらうため
に、長熟向けのキュベを造っています。伝統的なシュール・リー製法で、ミュスカデらしい爽やかな果実味とふくらみ、複雑味
が感じられます。

ミュスカデ　セ－ウ゛ル　エ　メ－ヌ　キュウ゛ェ　セレクション　デ　コニェット

商品名

15世紀に建設された歴史の趣きを感じさせてくれるシャトー。当時よりボナヴァンチュール家が所有しており、現当主エティエ
ンヌは15代目に当たります。淡い黄金色。ふくよかで、丸みのある果実味が広がり、フレッシュな酸とのバランスがよくきれい
な味わい。アペリティフでも食事とも楽しめるワイン。

オベール ド ヴィレーヌの妹夫婦が1971年に設立したドメーヌ。生産量の約90％が輸出されています。透明感があり、ソー
ヴィニヨン・ブランらしいハーブがかった香りがグラスから真っ直ぐに立ち昇ってきます。口に含むと、香りからフレッシュな
果実味に加えて、極めて上質でエレガントな酸味が広がります。

レ　ピエ　ロティ

サンセール　ブラン

1945年に設立。30haを所有。土壌のそれぞれの特性を生かして区画毎にワインを造り、ラベルに畑名を表示しています。土壌
のそれぞれの特性を生かして区画毎にワインを造り、ラベルに畑名を表示しています。よく熟した果実のアロマが高く、厚みの
ある味わい。アフターテイストの長さも特徴です。

ビオディナミの伝道師と言われるニコラ ジョリーのドメーヌ。1980年に部分的に、1984年からは全ての畑にビオディナミ導入。2002年
から娘のヴィルジニーも加わりワイン造りを行っています。ビオディナミの伝道師と言われるニコラ・ジョリー氏のドメーヌ。シュナン・ブ
ラン100%から造られます。エレガントな酸が心地よく、アーモンドやナッツ、フレッシュフルーツのニュアンスがあります。

プ－イイ　フユメ　クロ　ジョアンヌ　ドリオン

サウ゛ニエ－ル　レ　ウ゛ュ－　クロ



 

国 地域 生産者名 画像

フランス ボルドー
シャトー・フラ
ン・ピヌイユ

フランス ボルドー
シャトー・
デュ・ムーラン

フランス ボルドー
シャトー・カン
トラーヌ

フランス ボルドー
シャトー・ク
ロ・ショーモン

フランス ボルドー
シャトー・モン
ロック

フランス ボルドー
シャトー・
オー・ポマレー
ド

※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。

１９００年からつづく家族経営のシャトーです。熟成感の中に力強さや果実感も感じる2008年ヴィンテージです。

１９９０年代より、ふたつの家族が共同して経営を開始したシャトーです。落ち着いた果実味とタンニンの印象が口いっぱいに
広がるワインです。

サンテミリオン衛星地区の中でも多様な味わいを持つリュサック・サンテミリオンのシャトー。しっかりとした豊かな果実味が
落ち着きだして飲み頃になった2006年ヴィンテージです。

シャトー・クロ・ショーモン2004年

シャトー・モンロック2006年

シャトー・オー・ポマレード2008年

ピュイスガン・サンテミリオン地区の中でも土壌の状態がよく、芳醇なブドウが育つエリアで作られたワインです。凝縮度が高
く、程よい渋味と甘みが印象的です。

滑らかなタンニンと、エレガントな味わいを感じるサンテミリオン地区の熟成ワイン2004年です。

シャトー・デュ・ムーラン2004年

シャトー・カントラーヌ2004年

201９年　秋のリカーセレクション

NO.038 ボルドー地方で10年以上の時を経た熟成・
飲み頃赤ワイン飲みくらべ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ていた上質な10年以上熟成のワイン
を飲みくらべていただけるセットです。熟成を経て、角が取れたまろやかで落ち着いた深い

味わいを心ゆくまでご堪能ください。

サンテミリオン中心部に位置し、現在７代つづくドゥソン家が営む家族経営の生産者です。熟成サンテミリオンらしい、濃縮感
と深みのある一本です。

シャトー・フラン・ピヌイユ2002年

商品名



国 地域 生産者名 画像 国 地域 生産者名 画像

フランス アルザス
シャルル・ス
パー

フランス ブルゴーニュ
ローラン・パタイ
ユ

フランス
シャンパー
ニュ

ジャン・
ヴェッセル

フランス ボルドー
ブライ・コート・
ド・ボルドー

フランス
ヴァル・
ドゥ・ロ
ワール

ドメーヌ・
ド・レピネ

フランス
コートデュロー
ヌ

シャトー・サンテ
ステーヴ・デュ
ショー

フランス アルザス
シャルル・ス
パー

フランス 南西地方 ビュルク

フランス
ブルゴー
ニュ

シャトー・
ド・シャミレ

 

フランス
ブルゴー
ニュ

マンシヤ・ポ
ンセ

 

※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。

プイィ・フュイッセ・ヴィエイユ・ヴィーニュ・レ・クレ  

ヴェルジッソンの急勾配（35％以上）の畑から仕込まれる。完熟したリンゴのアロマ、ふくよかなミネラル分
を満喫出来る。膨らみのある蜜やバニラの甘い感じがあり、クリーンな酸味が綺麗に味わいの骨格を縁取ってい
る。

メルキュレイ・ブラン  

マロラクティック発酵によりふくよかで厚みのある味わいを表現。全体に良く溶け込み柔らかく飲
み頃。シトロン、グレープフルーツの香り。熟成感が出始めているがフレッシュさも残す。

リースリング 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。樹齢の古いブドウからの仕込みもブレンド。の
びやかな果実味とコク、力強さが感じられる。

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

コート・デュ・ローヌ・トラディション

ミュスカデとは思えない厚みのある味わい。厳選されたブドウを使用。クリーンな色調で青リンゴ
の香りや活き活きとした酸味。味わいはフルーティーさがキレイに出ている爽やかな辛口。

フルーティでしなやか。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。熟した花梨、チェリーやプ
ラムの香り、バランスの良い味わい。僅かにスパイスのニュアンスが混じる。

シャンパーニュ・エクストラ・ブリュット シャトー・オー・ムノー・クリュ･ブルジョワ

ドサージュをほとんど行なわないシャンパーニュはシャンパーニュのひとつのトレンド。カリンの
花の蜜の香りが印象的。ドライな口当たりでくっきりとした酸味に、雑味のないスッキリとした味
わい。

飲み口の良い、コストパフォーマンスに優れた安定した品質に定評があるバランスの良いタイプ。メルローの
良さが表現されており、果実味豊かでバランスの良い味わい。僅かにオーク樽を感じる。

201９年　秋のリカーセレクション

No.039　フランスハーフワイン　赤・白・スパークリング10本セット

クレマンとシャンパーニュ、産地や品種違いの白や赤ワイン各生産地を代表する個性的で魅力溢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

クレマン・ダルザス・メトド・トラディショネル・ブリュット 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、はっきりとした気品
が感じられる。品質の良いジュースを得るため素早くソフトにプレス。6時間かけて圧搾した良い
キュヴェを選別。細やかな泡が長く続くキレのある辛口。アペリティフやデザートに最適。

エ・シュゾーはマルサネ南部の畑で現在1級に申請中の畑。2012年より現在の名前に変更された。繊細なラ
ズべリーやプラム、リコリスの風味。柔らかい果実味。



国 地域 生産者名 画像 国 地域 生産者名 画像

フランス
シャンパー

ニュ
ボーモン・デ
クレイエール

イタリア ウ゛ェネト
ウ゛ィニコラ

セレナ

イタリア ピエモンテ サンテロ スペイン カタルーニャ バルディネット

フランス -

クリテール・
ブリュット・
ド・ブリュッ

ト

スペイン
カタルー
ニャ

ジョゼップ
マザックス

イタリア ピエモンテ サンテロ

スペイン
カタルー
ニャ

マルケス・デ
モニストロル

※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。

ボーモン　グランド・レゼルウ゛　ブリュット

画像添付

グラン・キュウ゛ェ　スプマンテ　エクストラ・ドライ

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。

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

201９年　秋のリカーセレクション

No.042　シャンパーニュも入ったEU産辛口スパークリングワイン8本セット

シャンパーニュも入った辛口スパークリングワイン8本セットをご用意しました。
フランス・イタリア・スペインという旧世界の代表3か国のキメ細やかなスパークリングをご堪能いただけます。

商品名 商品名

サンテロ　ブラック　ブリュット

画像添付

モンサラ　カバ　ブルット

画像添付

花のようなアロマに新鮮なフルーツの香り。フレッシュな口当たりと果実味溢れる味わいはアペリ
ティフにはもちろん、どんなお食事とも合うワインです。

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

ウ゛ーウ゛・デュ・ウ゛ェルネ　ブリュット

画像添付

繊細できめ細やかな泡立ち。白い花、洋ナシやリンゴなどのフレッシュでフルーティーな果実味。
心地よい酸となめらかな泡との調和を楽しめるグッドバリューな1本です。

フロールス　カバ　ブルット

画像添付

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。

ピノ　シャルドネ　スプマンテ

画像添付

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

モナステリオーロ　カバ　ブルット

画像添付

フレッシュで心地よい口当たりのカバ。かわいらしい果実味と柑橘系の爽やかな香りが心地よく、
繊細な泡立ちも特徴です。



 

国 地域 生産者名 画像

スペイン ペネデス ハウメ・セラ

スペイン ペネデス ハウメ・セラ

スペイン ペネデス モンマルサル

スペイン ペネデス モンマルサル

スペイン ペネデス モンマルサル

※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。

201９年　秋のリカーセレクション

No.043 スペイン「カヴァ」を心ゆくまで楽しむスパークリングワイン5本セット

濃厚で深みのあるワインが飲みたくなるこの季節。その中でも特に、秋の味覚にマッチする
フレンチオーク樽で熟成したワインを厳選しました。まろやかで口当たりの良い白で秋の食

卓をより一層楽しんでみてはいかがでしょうか。

商品名

カバ・アルテラティーノ・ブリュット

スペイン最大級のワインメーカーが手掛ける、現地でも人気のカヴァ。ゴールドがかった輝きのあるレモンイエロー。フレッ
シュなハーブ、柑橘、黄色い花、はちみつ、熟成した澱の印象のアロマ。口に含むときめ細かく繊細な泡が優しく口中を撫で、
あとから豊かな果実味、繊細な酸が広がります。旨みとキレ､そして柔らかい泡が見事に融合したワインは毎日でも飲みたい味わ

いです。

カバ・アルテラティーノ・ロゼ・ブリュット

スペイン最大級のワインメーカーが手掛ける、現地でも人気のカヴァ。このロザートは高級品種のピノ・ノワールとトレパット
という地場品種を使用。甘みを感じるほどのコクと、泡のボリューム感が特徴的なスパークリングワインです。見た目の色合い
を裏切らない濃い味わいと勢いのある泡立ちが特徴。ピノ・ノワールを40%、トレパットを60％使用し、コクのある味わいと

上品さを持たせました。

パラウ・カバ・ブリュット

大手メーカーだけでほとんどの生産量を占めるカバの生産者の中で、小規模ながら品質にこだわりワイン造りを行うモンマルサ
ル。フレッシュな果実味が印象的で、柑橘系の香りを強く感じます。泡がワインの中に見事に溶け込み、クリーミーできめ細か

い仕上がりで、後味のキレのある味わいです。

モンマルサル・エクストレマリウム・カバ・ブリュット

大手メーカーだけでほとんどの生産量を占めるカバの生産者の中で、小規模ながら品質にこだわりワイン造りを行うモンマルサ
ル。リザーヴクラスのこのカバは、すっきりしているだけでなく、樽熟成したシャルドネをブレンドする事で旨みの詰まったコ

クのある味わい。より熟成感とキメ細かい泡立ちを口の中で楽しめる、上級カバです

モンマルサル・カバ・アウレウム・グランレセルバ　2011

「アウレウム」は限定数のみ仕込む、蔵元の最上級品。フレンチオークで醗酵したシャルドネを30%ブレンドし、、さらに瓶内
で48カ月もの熟成を施した逸品。豊かな果実味と繊細な酸味があり、ブリオッシュやバニラのような深いコクと熟成感を楽しめ
る一本。



 

国 地域 生産者名 画像

フランス シャンパーニュ アンドレ・ロジェ

フランス シャンパーニュ ルグレ＆フィス

フランス シャンパーニュ J-M セレック

フランス シャンパーニュ
ドゥラヴェンヌ
ペール＆フィス

フランス シャンパーニュ セルジュ・マチュー

※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。

モンターニュ・ド・ランスの栽培組合長が示すグラン・クリュ。ドゥラヴェンヌ ペール＆フィスは所有する9ヘクタールの畑がすべて
グラン・クリュという名門中の名門で、実質ビオロジーの極めて厳格なリュット・レゾネ栽培を徹底して実践しており、特に余韻の美
しさは圧巻です。ピノ・ノワール60%、シャルドネ40%のブレンド。平均樹齢45年。4～5年間のビン熟成。ドザージュは7.8g/l。

世界中で激賞を浴びる、オーブ最高の造り手が醸す1本。実質ビオロジーの極めて厳格なリュット・レゾネ栽培に精魂込めてお
り、ぶどうはリッチで贅沢感たっぷり。生み出されるシャンパーニュには名だたる３ツ星レストランのシェフやソムリエ達から
の惜しみない賞賛の声が集まっています。ピノ・ノワール100%。平均樹齢は35年。ドザージュは8.6～9.5g/l。

ブリュット・レゼルヴ グラン・クリュ

ブリュット トラディション ピュール・ピノ

コート・ド・セザンヌの核心を表現するビオディナミストが登場しました。ピノ・ムニエ40%、ピノ・ノワール30%、シャル
ドネ30%のブレンド。樹齢は約30年。ヴァン・ド・レゼルヴが40%で5年間ビン熟成。10%を228リットルの樽で発酵＆熟
成。ドザージュは5g/l。「Equilibre」は「バランス」の意味です。VEGAN認証。

コート・デ・ブランより、RM第三世代の筆頭格による絶品と呼べる1本。7つの村の各区画のぶどうから造られます。泡の質感と、み
ずみずしいアロマが印象的。口当たりはやわらかく、甘みや酸味、シャルドネの香味、ミネラルの旨味などがしっとりと口の中に広が
ります。シャルドネ50%、ピノ・ムニエ40%、ピノ・ノワール10%のブレンド。2年間ビン熟成。ドザージュは4.5g/l。

エキリブル

ソレサンス エクストラ・ブリュット

201９年　秋のリカーセレクション

No.044　レコルタンマニピュラン　シャンパーニュ5本セット

シャンパーニュ愛好家必見のシャンパン5大生産地を味わい尽くす贅沢セットが登場しまし
た。こだわりのレコルタンマニピュラン（小規模生産者）による、秀逸なワイン群を是非飲
みくらべてみてはいかがでしょうか。

ヴァレ・ド・ラ・マルヌより、グランクリュ・アイ100%という真誠な造り手の1本。以前はあの「ボランジェ」にぶどうを販
売していました。ピノ・ノワール80%、シャルドネ20%のブレンド。平均樹齢35～40年のヴィエイユ・ヴィーニュです。2～
3年間ビン熟成。ドザージュは9g/l。グランクリュ・アイからお届けする極上の味をお楽しみください。

ブリュット グランド・レゼルヴ グラン・クリュ

商品名



 

国 地域 生産者名 画像

フランス シャンパーニュ
パイパー・エド
シック

フランス シャンパーニュ ボランジェ

フランス シャンパーニュ
アルフレッド・
グラシアン

※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　秋のリカーセレクション

No.0４５　人気沸騰のメゾンを一堂に
シャンパーニュ注目メゾン飲みくらべ3本セット

人気のシャンパーニュ・老舗メゾンから、カンヌ国際映画祭公式ブランドなど選りすぐりの
3本をセレクトしました。歴史あるブランドの生産者のこだわり、個性が存分にお愉しみい

ただけます。

商品名

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。白い果実のいきいきとした香りと共に、長期熟成による、力強く甘
く優美な香りが楽しめるエクストラ・ブリュットです

スペシャル・キュベ

1829年にジャック・ボランジェによって創設された名門シャンパーニュ・メゾン。一貫したスタイルと素晴らしい品質を誇る
シャンパーニュを造り続けています。

ブリュット

伝統的醸造を行う0.1％のみの希少な生産者。１５０年続く老舗メゾン。「樽醗酵、樽熟成」「昔ながらの特殊な醗酵方法」この
旨味、余韻の長さは、一度飲んだら忘れられません。



国 地域 生産者名 画像 国 地域 生産者名 画像

フランス ボルドー
アライアン
ス・ヴァン

イタリア ヴェネト
マスティオ・デッ

ラ・ロッジア

フランス
ラングドッ

ク=ルー
ション

アン・ジ スペイン ペネデス
ペレ・ベントゥー

ラ

イタリア
ロンバル
ディア

カンティネ・
ピローヴァノ

スペイン カタルーニャ
ペレ・ベントゥー

ラ

イタリア ヴェネト
アントニー

ニ・チェレー
ザ

ドイツ ナーエ
ジョセフ・ドラー

テン

イタリア ヴェネト
マスティオ・
デッラ・ロッ

ジア
チリ

セントラルヴァ
レー

ヴィーニャ・
ディ・アギーレ

※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・キュヴェ　スプマンテ・ロゼ

201９年　秋のリカーセレクション

No.046　世界のスパークリングワイン飲みくらべ10本セット

世界の銘醸地で造られるスパークリングワインを贅沢に10本飲みくらべ。産地ごとに製法や味わい、香り、泡のキメまで、特徴はさまざま。
幅広い味わいの違いを愉しめるバラエティ豊かな10本をご用意しました。

商品名 商品名

泡立ちは繊細で、桃、洋梨、アプリコットなどの甘く爽やかな香り。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、上品で豊かな ワインで

す。

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。

ジャン・アルシャンボー ブラン・ド・ブラン ブリュット

白い花や白桃を想わせる香り。繊細な泡立ちで、口の中ではバターのなめらかさ、バランスのとれ
たミネラル感。最後に完熟する前の桃の香りがほのかにし、繊細な酸も感じられる。エレガンスさ

とバランスを兼ね備えたフレッシュな香りを楽しめ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。柑橘系、ライム、青リンゴの豊かなアロマ。桃や梅やパイなどの繊細な香り。バラン

スがよく、アロマの純粋さがあり、生き生きとした酸と非常に心地良い後味が残る。

ルイ・レオナール　ブラン・ド・ブラン モナ　カバ　ブリュット

ライム、青リンゴなどの柑橘類の香りに、熟した白い果実のふくよかな香りも感じる。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

スペイン・カタルーニャの地ぶどうトレパット種100％で造った素晴らしいカバ。フルボディのアロマで官能
的なフレッシュさ。やわらかさ、甘みのバランスがよく、余韻が長い1本

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 プリメール　カバ　ロゼ　エクストラ・ドライ

イタリアのソムリエもおススメするスプマンテ。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。

柑橘系果実やアプリコットなどの繊細な香り。心地良い果実の甘みを感じる口当たり。エレガントでバランス
がよくやわらかみのあるフルーティなリースリング種100％のスパークリングワインです。

グレラ・スプマンテ　エクストラ・ドライ リースリング・スパークリング エクストラ・ドライ

100年以上の家族経営の歴史を持つ造り手。白い果実、ピーチ、リンゴの香り。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。

泡立ちは素晴らしく、グレープフルーツなどの柑橘類やシトラスのアロマ、わずかにミネラルの爽やかな香
り。生き生きとした泡が口中で広がり、アプリコットの豊かな果実味にフレッシュな酸と苦味が心地よい。

グラン・キュヴェ　スプマンテ・ブリュット ルナ・ジェナ　スパークリング　ブリュット



 

国 地域 生産者名 画像

ドイツ ファルツ ヴィラ・ヴォルフ

ドイツ ラインガウ ゲオルグ・ブロイヤー

ドイツ バーデン マルティン・ヴァスマー

ドイツ ファルツ ゲオルグ・ネーゲレ

ドイツ フランケン クリストフ・シュタインマン

※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　秋のリカーセレクション

No.047　注目のドイツ　モノセパージュ　辛口白ワインを品種で愉しむ5本セット

少量生産で丁寧に醸された、冷涼産地、ドイツ産辛口白ワインは改めて、世界中から注目を
あ浴びています。秋空のように澄みきったピュアでエレガントな味わいのドイツ辛口白ワイ

ンを、品種別に楽しむ、モノセパージュワイン5本セットです。

柔らかな酸味とフレッシュな果実味のバランスが実にうまくが取れており爽やかながらふくよかさも。シャルドネとはまた違っ
た個性が楽しめる１本。　　【ピノ・グリ/ 白・辛口】

ヴィラ・ヴォルフ　ピノ・グリ

商品名

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。　　　【リースリング/ 白・辛口】

ミュラートゥルガウならではの華やかな香り、程よい果実味のある、心地よい飲み応えの味わい。
【ミュラー・トゥルガウ/ 白・辛口】

ゲオルグ・ブロイヤー　ソヴァージュ　リースリング

バートクロツィンガー　シュタイングリューブレ　ミュラー・トゥルガウ　カビネット

品種独特のアロマティックな香り。貴腐葡萄を手摘みにて全て除去。早めの収穫を行い、従来のイメージと違った爽やかでしっ
かりと酸の残る辛口に仕上げている。　　【ゲヴェルツトラミナー/ 白・辛口】

樹齢25～35年のぶどうを使ったミネラル豊かなワイン。2億年ほど前の三畳紀の貝殻石灰岩に覆われている、フランケンならで
はの味わい。和食にもおすすめの淡麗辛口の白ワイン。　　【ジルヴァーナ/ 白・辛口】

ネーゲレ　ゲヴェルツトラミナー

シュタインマン　ジルヴァーナ　カビネット



 

国 地域 生産者名 画像

ドイツ モーゼル
ヴァイングート・
ゲブリューダー・
ルートヴィヒ

ドイツ ファルツ
クリュ
ブルックリン

ドイツ モーゼル
ヴァイングート・
ゲブリューダー・
ルートヴィヒ

ドイツ ファルツ
ヴァイングート・
ハインツ･ブス

※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。

レア品種による香水の様な魅了の香り。桃、ライチ、杏にマスカット、ほのかな甘味が心地よい華やかな白です。

ゴールドムスカテラー・ファインヘルプ

世界No.1レストランで使用されたトップワイナリーによる、土着品種と国際品種の絶妙ブレンド。洋梨、シトラス、スグリ、
パッションフルーツ溢れ、薫り高く、瑞々しい白です。

世界唯一の香りヴェルムートゥが芳しく、ミネラリーで 新鮮な青林檎やシトラスが爽快な１本。モーゼルシーファー(粘板岩)の
繊細優雅さがを引出された、調和のとれた辛口です。

ヴィラ・ブルックリン・ヴァイス・キュヴェ

テルニッヒャー・リースリング・トロッケン

201９年　秋のリカーセレクション

No.048 元ドイツ首相や、世界No.1レストランで愛される味わい
トップ生産者が醸す自然派ドイツ白ワイン４本セット

冷涼産地ワインとして、夏に最適な銘醸地であるドイツ。
世界No.1レストランで使用されたトップワイナリーによる
１本、土着品種と国際品種の絶妙ブレンドなど、自然派に
こだわるトップ生産者が産むレアな白4本セットです。

コール元ドイツ首相が愛し、幾度も蔵元に求められた名生産者、かつての甘口モーゼルの概念を覆す、注目の新世代です。優雅
で清々しい辛口。

リヴァーナー・ドライ

商品名



 

国 地域 生産者名 画像

フランス ブルゴーニュ
ドメーヌ・コル
ディエ

フランス アルザス
ルールマン・
ディランジェ

フランス ボルドー
マルソー・
ドンズ

フランス ロワール
ポワロン・
ダバン

フランス
スッド・ウエ
スト

ドメーヌ・
オルジェルス

※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　秋のリカーセレクション

No.049　フランスワインの真髄を探索!　産地別辛口白ワイン飲みくらべ5本セット

2019年版ワインガイド「LE GUIDE HACHETTE DES VINS」でcoups de coeur賞受
賞の辛口白ワインを含む、シャルドネ、リースリング、ソーヴィニョン・ブランなどフラン
ス白ワインの魅力を産地別に愉しめる5本セットです。

2019年版ワインガイド「LE GUIDE HACHETTE DES VINS」でcoups de coeur賞受賞。ミネラルと蜂蜜のようなニュアン
ス、綺麗な酸味も魅力です。

マコン　オー・ボワ・ダリエ　2016

商品名

グラン・クリュのリースリングです。味わいはエレガントでミネラル感を伴う豊かな果実感が口内に広がります。グラン・ク
リュ「フランクスタイン」は6億年以上前の花崗岩を多く含みミネラル質に富んだ土壌で、日当たりも良く恵まれた条件のグラ
ン・クリュです。

わずか１ヘクタールの面積から造られる貴重な白ワイン。柑橘系の香り、しっかりとした果実感が口内に留まります。

リースリング　グラン・クリュ　フランクスタイン　2017

シャトー・マルティナ　ブラン　2018

60カ月間シュール・リーした限定醸造の逸品です。フレッシュでありまろやかな口当たりです。シャトー・テボーの畑は樹齢
80年の古木、ガラスの素材で出来たタンクを用いることにより、ワインにやさしい状態で熟成されています。

シトラス系の果実に加えてエキゾチックな香り。フレッシュでキレがよく、トロピカルフルーツを連想させる豊かな味わいで
す。

ミュスカデ・セーブル・エ・メーヌ シャトー・テボー　2012

グロ・マンサン＆ソーヴィニヨン　2018



国 地域 生産者名 画像 国 地域 生産者名 画像

フランス
コート・
ド・ガス
コーニュ

LGI 日本 山梨 大和葡萄酒

イタリア ラツィオ ファレスコ アメリカ カリフォルニア
シーリッジ・ワイ

ナリー

スペイン
ラ・マン

チャ
ハメケンセ

ラーズ
チリ

セントラルヴァ
レー

ヴィーニャ・サ
ン・エステバン

ドイツ
ラインヘッ

セン
ジョセフ・ド

ラーテン
南アフリカ 西ケープ オーバーヘックス

ブルガリア トラキア
カストラ・ル

ブラ
オーストラ

リア
南オーストラリ

ア
ソーン・クラーク

※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　秋のリカーセレクション

No.050　白ワインで世界を周遊！飲みくらべ10本セット

世界10カ国の銘醸地より白ワインを厳選した豪華10本セット。ヨーロッパから、チリや南アフリカなどのニューワールドまで、
それぞれのテロワールと国ごとの個性を飲みくらべできる、白ワイン好きには堪らないセットです。

商品名 商品名

エスカル ソーヴィニヨン・ブラン 甲州ファーストボトル

レモン、ライム、青リンゴ、シトラスフルーツなどのはつらつとした香りに、青草やハーブ、ツゲ
を想わせる爽やかなアロマ。口当たりは柔らかく、程よい果実味にフレッシュな酸味が広がり、余

韻に続く柑橘の渋味が印象的なドライな白ワインです。

ペパーミント、レモンハーベナーのような優しい香り。ハーブとライム、レモンなど柑橘系の香りも楽しめ
る。甘みさえ感じるボリューム感に負けないバランスの良い酸味が特徴。

ラツィオ・ビアンコ シー・リッジ シャルドネ

ライム、レモンを想わせる爽やかな香りに、ほんのりペパーミントのアクセント。柔らかい口当た
りで、フレッシュな果実味に心地よい酸味と程良い苦みの余韻が続く、バランスの取れた若々しい

白ワイン。

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。

ミラーダ　ベルデホ VSEクラシック ソーヴィニヨン・ブラン

濃縮したグレープフルーツやレモン、パイナップルを想わせるトロピカルな香りにハーブの爽やか
な香り。口当たりは柔らかくやさしい。生き生きとした果実味に心地良い酸味とほろ苦い余韻が続

く、フレッシュさをシンプルに楽しめるワイン。

ライム、青リンゴ、ハーブ、白い花を想わせる香り。すっきりとした爽やかな飲み口。柑橘系のフレッシュな
果実の酸味が心地よい、バランスのとれた白ワイン。

ゲヴュルツ・トラミネール カビネット ケープ・チーター ソーヴィニヨン・セミヨン

ライチ、パッションフルーツ、グレープフルーツ、マスカット、ピーチ、バラなどの豊かで心地良
くさわやかな香りが溢れる。口当たりに果実の厚みを感じる、活き活きとした酸のあるとても飲み

やすい白ワイン。

熟したピーチやジューシーなパイナップル、ほのかにアスパラガスのリッチな香り。生き生きとして香り高
く、フレッシュでナチュラルな酸が美しいワイン。

モトレー・コック ホワイト ミルトンパーク シャルドネ

ミネラル感を伴う生き生きとした味わいに、チャーミングな酸味と苦味を伴い、余韻に続くスパイ
ス感が心地よい。果実の上品さと程良いボディを併せ持つ、エレガントな白ワインです。

白桃や洋梨、メロンなどのエレガントな香り。オークやナッツのニュアンス。口あたりがやわらかく、桃やパ
イナップルを想わせる豊かな果実味。



国 地域 生産者名 画像 国 地域 生産者名 画像

フランス ボルドー
シャトー
オーケ

フランス ボルドー
シャトー

ベルヴューリム―
ション

フランス ボルドー
シャトー

オーバルダン
フランス ボルドー

シャトー
ムーセロン

フランス ボルドー
シャトー
ジェヌ―

フランス ボルドー
シャトー

レステール

フランス ボルドー
シャトー

デオーミュラス
フランス ボルドー

シャトー
ロックデマンヴィ

エイユ

フランス ボルドー
シャトー

デュオーケレ
フランス ボルドー

シャトー
グランドゥネザッ

ク

フランス ボルドー
シャトー

トゥルデュフッサ
フランス ボルドー

シャトー
ロンブリエ

※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。

明るく澄んでいるローブ、赤と紫がかったチェリーのヒント、若々しく素晴らしい赤い果実の香り
鮮やかで鮮やかなチェリー色、心地良いフルーティーで、調理されたチェリーとベイクドプラムを思い出させ

る香り、最後に赤いベリーの果実と素晴らしい長さの余韻

シャトーオーケ2017 シャトーベルヴューリム―ション2017

201９年　夏のリカーセレクション

No.051　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、ボルドーコンクール、マコンコンクールなどのコンクールで金賞を受賞した、
2017年ビンテージを飲みくらべできるセットです。

商品名 商品名

明るく澄んでいるローブ、赤と紫がかったチェリーのヒント、若々しく素晴らしい赤い果実の香り 紫がかった濃い赤色、 熟したブラックベリーの強いアロマと香り

シャトーオーケ2017 シャトームーセロン2017

赤と紫の桜の色合いの鮮やかな色、赤い果実のアロマと香り 美しいルビーレッド色、赤い果実の素晴らしい香り

シャトージェヌ―2017 シャトーレステール2017

輝きのあるルビー色、 ブラックベリーのヒントがあるフルーティな香り 紫色のハイライトの明るいガーネット色、心地良くいチェリーと栗、野菜の香り

シャトーデオーミュラス2017 シャトーロックデマンヴィエイユ2017

明るく鮮明なルビーと紫のチェリーのヒントを持つ色、熟した果物と香辛料のアロマ
可愛らしい紫がかったルビー色、 ブラックベリーやブラックカラントの熟したブラックフルーツ、モカやバニ

ラの香り

シャトーデュオーケレ2017 シャトーグランドゥネザック2017

美しい明るいガーネット色、熟した赤い果実の香り 深紅色の激しいローブ、新鮮なブラックカラントやラズベリーの香り、バラを主とした花の香り

シャトートゥルデュフッサ2017 シャトーロンブリエ2017



 

国 地域 生産者名 画像

フランス ブルゴーニュ
フレデリック・
エスモナン

フランス ブルゴーニュ
メゾン・ジョセ
フ・ドルーアン

フランス ブルゴーニュ ルイジャド

フランス ブルゴーニュ
ドメーヌ・シャ
ンソン

フランス ブルゴーニュ
ドメーヌ　オリ
ヴィエ　メール
ラン

※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。

ブルゴーニュ・ピノノワール

シャンソンの自社の１級畑のブドウも一部使用されています。フレッシュでいきいきとしておりスパイシーさもあります。

ブルゴーニュ・ルージュ

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！プラムを煮詰めたような甘い香り。熟した果実味が心地よく、ピュアな味わい。

ブルゴーニュ ピノ・ノワール

頑なに創業当時から受け継がれる テロワールへの信念を守りつづける偉大なメゾン！ ブルゴーニュワインのお手本となる味わ
い。心地よいさくらんぼのような酸味、そしてフレッシュな果実味とやわらかなタンニンのある、バランスに優れたエレガント
なワインです。

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

201９年　秋のリカーセレクション

No.0５２　人気銘醸地の魅力を識る
有名銘柄がそろ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。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

ブルゴーニュ　ルージュ　レ　ジュヌヴリエール

フレデリック・エスモナンはジュヴレ・シャンベルタンに特化したドメーヌであり、特級畑はマジ・シャンベルタンとリュ
ショット・シャンベルタンに所有しています。ブルゴーニュ　ルージュ　レ　ジュヌヴリエールは凝縮した果実味と熟したタン
ニン。厚みを感じる酸が見事に調和しています。



 

国 地域 生産者名 画像

フランス ブルゴーニュ
メゾン・ジョセ
フ・ドルーアン

フランス ブルゴーニュ フェヴレ

フランス ブルゴーニュ ルイジャド

フランス ブルゴーニュ
ドメーヌ・シャ
ンソン

フランス ブルゴーニュ
ドメーヌ　オリ
ヴィエ　メール
ラン

※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　秋のリカーセレクション

No.0５3　ブルゴーニュ地方大注目のエリア
マコネ地区から村名クラス含むシャルドネ白ワイン５本セット

人気のブルゴーニュ地方から大注目のエリア「マコネ地区」のシャ
ルドネを使用した、おすすめの５本をセレクトしました。ブルゴー

ニュ南エリアの果実味豊かな味わいをお愉しみください。

商品名

マコン・ビュシエール　レ・クロ　

頑なに創業当時から受け継がれる テロワールへの信念を守りつづける偉大なメゾン！ ピーチ、洋ナシなどのアロマの中にアーモ
ンドやハニーのニュアンス、豊かなミネラル感に白い花のアロマが香ります。余韻が長く、澄んだ味わいが特徴的です。

マコン　ヴィラージュ

〈フェヴレ〉は1825年創立のグランメゾン。リッチな風味と硬質なミネラル感が特徴的です。

サン　ヴェラン

淡い麦わら色で、白い花やかすかにナッツの香りが柔らかさやまろやかさを与えています。若々しく上品な味わいが心地良く感
じられます。土壌はジュラ紀の粘土石灰岩質で、最良のシャルドネが得られます。白い花の香りのある柔らかな白ワインです。

ヴィレ・クレッセ

絶妙なミネラル感、アーモンドのノートの中に花の香りが感じられる。ストラクチャーがありフレッシュなフィニッシュです。

マコン・ラ・・ロシュ

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。



国 地域 生産者名 画像 国 地域 生産者名 画像

フランス シャンパーニュ ヴーヴクリコ フランス シャンパーニュ デポー

フランス シャンパーニュ モエ　エ　シャンドン フランス シャンパーニュ アリストン

フランス シャンパーニュ ドゥーツ フランス シャンパーニュ モーリス　グルミエ

フランス シャンパーニュ クリュッグ フランス シャンパーニュ
ベルジュロノー

マリオン

フランス シャンパーニュ ルイナール フランス シャンパーニュ
ベルジュロノー

マリオン

フランス シャンパーニュ ルイ　ロデレール フランス シャンパーニュ ファニエル

※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。

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。

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

ブリュット　プルミエ キュヴェ　オライネ　

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。

モンターニュドランスのメゾン。ブレンドで造られる、フレッシュ感と熟成感のある香りが特徴的なシャン
パーニュ

ブラン・ド・ブラン　ブリュット ブリュット　グラン　クリュ

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。

モンターニュドランスのメゾン。ブレンドで造られる、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

グランド　キュヴェ　ブリュット ブリュット　トラディション

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！！

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。

ブリュット・クラシック ブリュット　リザーヴ

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

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。

モエ　アンペリアル　ブリュット カルト　ブランシュ　ブリュット

201９年　秋のリカーセレクション

No.054　グランメゾンVS小規模生産者飲みくらべハーフシャンパーニュ12本セット

シャンパーニュの中でも小規模生産者とグランメゾンの味わいを両方愉しめる贅沢なセットです。
ハーフサイズで気軽に飲みくらべを愉しんでみてはいかがでしょうか。

商品名 商品名

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。

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。

イエローラベル　ブリュット キュヴェ　トラディション　ブリュット



 

国 地域 生産者名 画像

スペイン アンダルシア エミリオ・ルスタウ

スペイン アンダルシア エミリオ・ルスタウ

スペイン アンダルシア エミリオ・ルスタウ

スペイン アンダルシア エミリオ・ルスタウ

スペイン アンダルシア エミリオ・ルスタウ

※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　秋のリカーセレクション

No.055　じっくり熟成シェリー＆シェリーベルモット5本セット

秋の夜長にじっくり楽しめる辛口から甘口までシェリー、スパイスを感じるシェリーベル
モットをセットにしました。秋の味覚と合わせたり、じっくり熟成感を味わったりと、お好
みのシチュエーションに応じてお愉しみ頂けます。

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。さんまの塩焼きやスモークサーモンに
合わせて白ワイン感覚でどうぞ。

フィノ　ハラーナ

商品名

長い熟成のエレガントなアロマ。味わいは丸みがありビロードのように滑らかでドライ。しっかりとした熟成感の中にきれいな
キレが共存し、ナス田楽など味噌にもよく合います。

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ほのかな甘口アモンティ
リャード。キノコをバルサミコなどでソテーすると抜群の相性です。

オロロソ　リオ・ビエホ

ミディアム・ゴールデン　ラ・プラサ・ビエハ

熟したフルーツやトフィーの凝縮した香り。滑らかな舌触りできれいな酸もあり、レーズン、クルミ、プルーンやキャラメリゼ
したオレンジを感じさせる非常に複雑な味わい。フォアグラやブルーチーズなどはもちろん、ウナギのかば焼きなどの甘辛い
ソースにもよく合います。

口当たりは非常になめらかで、風味豊かなバランスの取れた味わい。ほろ苦い余韻の中には、デリケートながらハッキリした
ナッツの風味を感じます。ロックでスライスオレンジを添えて、或いはジンジャーエールなどで割って月見酒にも最適です。

クリーム　イースト・インディア

ルスタウ・ベルモット・ロホ



国 地域 生産者名 画像 国 地域 生産者名 画像

フランス ボルドー イタリア ザルデーニャ
カンティーナ・ト
レクセンタ

フランス
ラングドッ
ク

シャトー・エ
タン・デ・コ
ロンブ

スペイン カタルーニャ セジェ・ウニオ

フランス
ラングドッ
ク

レ・ヴィー
ニュ・ウーヴ
リエ

スペイン
カスティー
リャ・イ・レオ
ン

アルヴァレス・
デ・トレド

イタリア ヴェネト
コッリ・ヴィ
チェンツィー
ニ

スペイン
カステーリャ・
ラ・マンチャ

ミゲル・カラタユ
ド

イタリア ヴェネト
カンティー
ナ・ヴァルパ
ンテーナ

イタリア ヴェネト
コッリ・ヴィ
チェンツィー
ニ

※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。

ピノ・ネロ・テッレ・ディ・ヴェネツィエ

酸味と果実味のバランスが非常に良く取れているピノ・ネーロ。木苺やチェリー、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。

ペルゴリーノ

ちょっと冷やして、トマトソースを使った料理との相性が抜群の飲み口の良い赤。スパイシーでプ
ラムやブルーベリーの香り。ほど良い渋みにフレッシュな果実の味わい。

タイ・ロッソ・コッリ・ヴェリーチ ベガバル・プラタ・クリアンサ

タイ・ロッソらしい凝縮した果実味とチャーミングな味わいが心地よい。ステンレスタンクで
シュール・リーを行い熟成。淡いルビー色。チェリーやラズベリーの香り。バランスの良い酸味と
果実味。

バルデペーニャスのセンシベル（テンプラニーリョ）らしく強めのフルーティーなアロマがある。ブラックベ
リーやチェリーのニュアンスと、ほのかに香る樽からくるミントとバニラの感じが有りが特徴。

レ・ヴィーニュ・ウーヴリエ・テラス・ド・ラルザック セニョリオ・デ・ラ・アンティグア・メンシア　

ラングドックのスーパースター・オリヴィエ・ジュリアンとジャンハプティストの新しいプロジェ
クトから生まれたワイン。華やかで複雑かつしっかりとしたボリューム感が有り、南のワインなが
ら綺麗な酸でフレッシュさを保つ。

冷涼感のある綺麗なタイプのメンシア。ひき肉や野菜を入れたパイとの相性は特におすすめ。チェリーなどの
熟した小粒の赤いフルーツ。オークとスパイスのほのかな香り。フレッシュでスムースなタンニンと長く続く
余韻。

コルビエール・キュヴェ・ド・ビサントネール・ヴィエイユ・ヴィーニュ クロス・デル・ピニェル・ネグレ

樹齢の高いブドウから造られるまろやかでスパイシーなフルボディ。10年以上の熟成にも耐えうる
しっかりとした骨格をもつワイン。完熟したブドウからくるまろやかな味わいにシンプルなスパイ
ス感が調和。

タンニン、酸が落ち着いていおり実に飲みやすく使いやすい赤。ミネラル、渋味、果実味のバランスが良くボ
リューム感もほど良く飲み飽きない味わい。フルーティで心地良いフィニッシュ。

201９年　秋のリカーセレクション

No.056　旧世界赤ワイン満喫10本セット

ラングドック、有名生産地ボルドー等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さまざまな地域から、
バランス良くさまざまな品種の赤ワインを集めた飲みくらべセットです。

商品名 商品名

シャトー・オー・ラ・ガルド モニカ・ディ・サルデーニャ

ラズベリーとスパイシーな香り、柔らかいアタックとタンニン、豊かさと繊細さを併せ持った魅力
が有るミディアムボディ。

土着品種のみを使用。温度により表情が変わる、多彩な魅力に溢れた使い勝手の良いワイン。条件の良い丘に
ある畑。スパイシーさにハーブの香りとフレッシュな果実味。きれいな酸味と程良い渋味が特徴的で、地元で
は魚料理と楽しむことが多い。



国 地域 生産者名 画像 国 地域 生産者名 画像

フランス
ブルゴー
ニュ

クロード・
ヌーヴォー

イタリア モリーゼ
カンティーナ・サ
ンツァノーネ

フランス
ヴァル・
ドゥ・ロ
ワール

ドメーヌ・
ド・レピネ

スペイン
カスティー
リャ・イ・レオ
ン

アルヴァレス・
デ・トレド

フランス
フランソワ・
ラ・ピエール

スペイン カタルーニャ セジェ・ウニオ

イタリア ヴェネト
コッリ・ヴィ
チェンツィー
ニ

ポルトガル
ヴィーニョ・
ヴェルデ

ソラール・デ・セ
ラーデ

イタリア ラツィオ

カンティー
ナ・ディ・モ
ンテフィアス
コーネ

イタリア モリーゼ
カンティー
ナ・サンツァ
ノーネ

※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。

モリーゼ・トレッビアーノ・コッリ・デイ・パッシーニ

温かみを感じられるモリーゼのシンプルな味わいのトレッビアーノ。バナナやパイナップルの香り
や白い花の香り。シャープでまとまった酸味。

エスト！エスト！！エスト！！！ディ・モンテフィアスコーネ・サン・フラヴィアーノ

世界に名の通った有名な辛口白ワイン。薄い黄色を帯びた淡い麦わら色。爽やかなバジルの香りに
フレッシュ感のある軽い口当たりの辛口。

ピノ・ビアンコ・ヴィチェンツァ 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

ピノ・ビアンコらしいすっきりとした味わい。しっかり冷やすと美味。ミントやグレープフルー
ツ、僅かにイーストの香り。ミネラル感が特徴的な味わい。

ヴィーニョ・ヴェルデで最も高貴なブドウのコンビネーションで完璧にバランスが取れたワイン。飲みやすく
フルーティに仕上げた辛口。トロピカルフルーツを思わせるとてもエレガントな香り。バランスが取れ飲みや
すくとてもフルーティ。

シャルドネ・ヴァン・ド・フランス クロス・デル・ピニェル・ガルナッチャ・ブランカ

Beziers 近辺の畑（Saint Chinian – Faugères の少し南）。北東向きのゆるやかな斜面で取れる
熟したシャルドネのみを厳選して使用。クリーンでクリスピーな味わい。

近年需要が高まっているガルナッチャブランカの白。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。

ミュスカデ・ドゥ・セーヴル・エ・メーヌ・シュール・リー セニョリオ・デ・ラ・アンティグア・ゴデージョ 

ミュスカデとは思えない厚みのある味わい。厳選されたブドウを使用。クリーンな色調で青リンゴ
の香りや活き活きとした酸味。味わいはフルーティーさがキレイに出ている爽やかな辛口。

山脈に囲まれ、冷涼な風を受けた上品なゴデージョ。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すすめ。力強くフルーティでエレガントなアロマ。

201９年　秋のリカーセレクション

No.057　旧世界白ワイン満喫10本セット

フランス、イタリア、スペイン、ポルトガルの銘醸地からヨーロッパ各地に思いを馳せるのに最適なブルゴーニュを始め、
バランス良く辛口の白ワインばかりを集めたセットです。

商品名 商品名

ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ボーヌ アエーレ・ファランギーナ・テッレ・デリ・オーシ

リュット・レゾネ（減農薬農法）で土壌の特性や気候を巧みに表現するワインを生み出す小さな村
の家族経営の小さなドメーヌ。レモン、グレープフルーツなどのわかりやすい柑橘系。甲殻類、エ
スカルゴなどと好相性。

トロピカルさと気持ちの良いミネラル感が魚貝の料理を引き立てる。パッションフルーツなどのトロピカルフ
ルーツにミントの香り。フルーティーさとミネラルを感じ品の良いのど越しですっきりした辛口。



国 地域 生産者名 画像 国 地域 生産者名 画像

オーストラ
リア

サウス・オー
ストラリア

リンカーン・エ
ステイト・ワイ

ンズ
スペイン

カスティーリャ・
ラ・マンチャ

ドミニオ・デ・プン
クトゥン

オーストラ
リア

サウス・オー
ストラリア

バートン・
ウ゛ィンヤーズ

スペイン
カスティーリャ・
ラ・マンチャ

ボデガス・アバイ

チリ
セントラル・
ウ゛ァレー

ビニェードス・
エラスリス・オ

バリェ
イタリア プーリア サン・マルツァーノ

アルゼンチ
ン

サン・ファン
ボデガス・カリ

ア
イタリア アブルッツォ

カンティーナ・エ・
オレイフィーチョ

ソシアーレ

アルゼンチ
ン

メンドーサ
アルトス・ラ
ス・オルミガス

イタリア シチーリア
カンティーネ
エウロパ

ブルガリア
トラキアン・
ウ゛ァレー

ミンコフ・ブラ
ザーズ

フランス
ラングドック＆
ルーシヨン

ドメーヌ・ポール・
マス

※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。

サイクル　ピノ・ノワール　２０１６

画像添付

レ・タンヌ　オクシタン　メルロー

画像添付

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。

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。

コロニア・ラス・リエブレス　ボナルダ　２０１８

画像添付

ロチェーノ　ネロ・ダーウ゛ォラ

画像添付

イタリアワイン界のスター達が手がけるブランド。赤系果実やブルーベリー等のフレーバーが特徴
で果実味主体で肉厚ですが、酸の骨格がしっかりしているのでとても新鮮で爽やかです。

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。

アルタ　マルベック

画像添付

ドモード　サンジョウ゛ェーゼ

画像添付

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。

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。

パヌール　カルメネール

画像添付

イル・プーモ　ネグロアマーロ

画像添付

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。

芳醇で野性味を帯びたベリー系のアロマにタイムのニュアンス。柔らかい果実味と、スパイシーな余韻が広が
る飲み心地のよい赤ワインです。

ファウンド・ストーン　カベルネ・ソーウ゛ィニヨン

画像添付

アバイ　ガルナッチャ

画像添付

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。

1940年ラ・マンチャに設立、品質の高さで知られる家族経営のワイナリー。完熟果実の旨味が詰まったガル
ナッチャ100％のワインで、濃厚ながらまろやかな口当たりが特徴です。

201９年　夏のリカーセレクション

No.058　赤ワイン12品種　モノ・セパージュ12本セット

世界各国よりモノ・セパージュのワインを集めました。カベルネ・ソーヴィニヨンやピノ・ノワールといった品種は勿論、
イタリアのサンジョベーゼ、スペインのテンプラニーリョなどその国を代表する地ぶどうも入ったセットです。

商品名 商品名

リンカーン・エステイト　シラーズ

画像添付

ロベティア　テンプラニーリョ

画像添付

海洋性の冷涼な気候で知られる豪州南東部の赤ワイン。スパイス香やジューシーな黒果実、ハーブ
香の複雑なアロマと深く落ちついた味わいが特徴の一歩秀でたワインです。

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。



国 地域 生産者名 画像 国 地域 生産者名 画像

南アフリカ
ウエスタ
ン・ケープ

ブティノ スペイン
カスティー

リャ・ラ・マン
チャ

ボデガス・アバニコ

南アフリカ
ウエスタ
ン・ケープ

ザ・フェア・ウ゛ァ
レー・ワインカンパ

ニー
ルーマニア ムンテニア

ウ゛ィル・ブドゥレ
アスカ

チリ
セントラ
ル・ウ゛ァ

レー
ビカール イタリア シチーリア

カンティーネ・エ
ウロパ

ニュージー
ランド

サウス・ア
イランド

サザン・バン
ダリー・ワイ

ンズ
イタリア アブルッツォ

カンティーナ・エ・オ
レイフィーチョ・ソシ

アーレ

チリ
セントラ
ル・ウ゛ァ

レー

ビニェードス・エ
ラスリス・オバ

リェ
イタリア シチーリア

フェウド・アラン
チョ

スペイン
カスティー
リャ・ラ・
マンチャ

ドミニオ・
デ・プンク
トゥン

フランス
ラングドック＆
ルーシヨン

ドメーヌ・ポー
ル・マス

※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。

ケープ・ハイツ　ウ゛ィオニエ

画像添付

シンフォニア　ベルデホ

画像添付

アプリコットのような新鮮で芳醇な口当たりを持つ華やかな白ワイン。テクスチャーもしっかりと
し、長い余韻が特徴です。上品でバランスの取れた上質な味わいです。

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。

201９年　夏のリカーセレクション

No.059　白ワイン12品種モノ・セパージュ12本セット

世界各国よりモノ・セパージュのワインを集めました。シャルドネ、ソーヴィニヨン・ブラン、リースリングやヴィオニエといった人気品種に加え、
ルーマニアの土着品種といった珍しいぶどうのものも入ったセットです。

商品名 商品名

フェアウ゛ァレー　シュナン・ブラン

画像添付

ウ゛ァイン・イン・フレイム　フェテアスカ・レガーラ

画像添付

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。

白い花のような柔らかな香りが広がり、味わいはアカシアの花のニュアンスに、酸とアルコール感のバランス
が心地よい。

デル・スール　ゲウ゛ュルツトラミネール　レセルバ

画像添付

ロチェーノ　グリッロ

画像添付

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。

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。

ザ・スプリングス　リースリング

画像添付

ドモード　トレッビアーノ・ダブルッツォ

画像添付

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。

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。

パヌール　ソーウ゛ィニヨン・ブラン

画像添付

フェウド・アランチョ　ピノ・グリージョ

画像添付

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。

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。

ロベティア　シャルドネ

画像添付

コーテ・マス　マルサンヌ

画像添付

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。

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。



国 地域 生産者名 画像 国 地域 生産者名 画像

フランス 南西地方
ドメーヌ・ア
ラン・ブリュ

モン
チリ

セントラルヴァ
レー

ブエノス・ディアス

フランス 南西地方
ドメーヌ・ア
ラン・ブリュ

モン
チリ

セントラルヴァ
レー

ブエノス・ディアス

イタリア モリーゼ ボッテル オーストラリア

サウスイースタ
ンオーストラリ

ア
イディル・ワイン

イタリア プーリア トゥルッリ オーストラリア

サウスイースタ
ンオーストラリ

ア
イディル・ワイン

スペイン ビエルソ クネ

チリ
コルチャグ
アヴァレー

ウンドラーガ

※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。

豊かで滑らかなタンニンを美しい酸がバランスよく纏め上げています。樽熟成に由来するトース
ティーなニュアンスと、ドライな後味が印象的なワインです。

ジューシーな口あたりで、ソフトな果実味が豊か。滑らかなタンニンと酸のバランスが秀逸で、魅力的な味わい
です。

 ガスコーニュ タナ･カベルネ メルロー

201９年　秋のリカーセレクション

No.060　世界の濃厚赤ワイン10本セット

秋の夜長に愉しめる世界の濃厚赤ワインを10本集めたお買い得なセット、フランス～イタリア～スペイン～チリ～オーストラリア、
人気の産地から選りすぐったフルボディワインでお好みの味わいを探してください。

商品名 商品名

酸をしっかり感じられるフレッシュな味わいに、アルコール感が厚みを与えます。ブレンドによる複
雑さも楽しめる味わいです。

口あたりはソフトでしっかりとした果実味があり、なめらかでシルキーなタンニンと完璧にバランスがとれてい
ます。

 マリアンヌ･ルージュ  カベルネ･ソーヴィニヨン

魅惑的なすばらしいアロマが広がる、フルボディでバランスの良い味わい。芳醇でなめらかなタンニ
ンが余韻に広がります。

柔らかい甘みを伴ったブラックベリーのあふれる果実味と、ミントのようなさわやかさが程よく感じられます。

 カピタニオ ロッソ･モリーゼ･リゼルヴァ ウィスパーズ シラーズ

完熟果実のボリュームをエレガントに纏めるように、樽熟由来の複雑さが、アクセントになっていま
す。力強いストラクチャーと、長い余韻を楽しめます。

ブラックベリーやカシスなどの果実味と、タンニンがしっかりと感じられ、柔らかく繊細な口当たりです。

サリーチェ･サレンティーノ ウィスパーズ カベルネ･シラーズ

フレッシュさのある旨味と柔らかいタンニンがあり、長い余韻が楽しめます。スペインで注目されて
いるメンシア100%

エル･カミーノ ビエルソ メンシア ホーベン

深みのあるルビーレッド。カシス、バニラ、チョコレートなどの複雑な香り、タンニンがきめ細かく
滑らかな口あたりです。

アリウェン レセルバ カベルネ･ソーヴィニヨン



国 地域 生産者名 画像 国 地域 生産者名 画像

フランス ボルドー シャトー元詰 イタリア シチーリア
フェウド・アラン

チョ

フランス
ラングドック
＆ルーシヨン

ドメーヌ・ポー
ル・マス

イタリア プーリア
アジィエンダ・アグ
リコーラ・コン
ティ・ゼッカ

フランス
ラングドック
＆ルーシヨン

ケーウ゛・ラン
グドック・ルー

ション
スペイン

カスティーリャ・
ラ・マンチャ

ボデガス・アバニコ

フランス ボルドー シャトー元詰 スペイン
カスティーリャ・
ラ・マンチャ

ボデガス・エグーレン

フランス
ラングドック
＆ルーシヨン

ドメーヌ・ポー
ル・マス

イタリア ウ゛ェネト
カーサ・ウ゛ィ
ニコラ・サル

トーリ

※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・ソーウ゛ィニヨン　オーガニック

画像添付

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

レ・タンヌ　オクシタン
カベルネ・ソーウ゛ィニヨン

画像添付

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

シャトー・ロックブリュンヌ

画像添付

メルセデス・エグーレン　カベルネ

画像添付

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

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

パスレル　カベルネ・ソーウ゛ィニヨン

画像添付

シンフォニア　ウ゛ィンテージ・コレクション
　カベルネ・ソーウ゛ィニヨン

画像添付

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

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

ラ・フォルジュ・エステイト
カベルネ・ソーウ゛ィニヨン

画像添付

ドンナ・マルツィア
カベルネ・ソーウ゛ィニヨン　オーク樽熟成

画像添付

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

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

201９年　夏のリカーセレクション

No.061　旧世界カベルネ・ソーヴィニヨン　赤ワイン10本セット

ワインの伝統国であるフランス・イタリア・スペインから秋の夜長にお勧めのカベルネ・ソーヴィニヨン主体で造られるワインのご紹介です。
銘醸地ボルドー地方のものや、イタリアはヴェネト州のものも入ったセットです。

商品名 商品名

シャトー・ラモット・カステラ

画像添付

フェウド・アランチョ　カベルネ・ソーウ゛ィニヨン

画像添付

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

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



 

国 地域 生産者名 画像

フランス ブルゴーニュ コラン・バロレ

チリ
カサブランカ
ヴァレー

ウンドラーガ

アメリカ カリフォルニア スティムソン

フランス ボルドー シャトー元詰

フランス
コート・
デュ・ローヌ

ポール･
ジャブレ･エネ

オーストラ
リア

ニュー・サウ
ス・ウェールズ

ローガン・ワイン
ズ

※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。

ウィマーラ　シラーズ／ウ゛ィオニエ　１６

画像添付

アボリジニの言葉で絶景を意味するウィマーラ。その絶景で生まれる香り高いシラーズのブレンド。フローラルなベリーのアロ
マ。プラムやスパイス香が立ち上る滑らかな口当たりのワイン。

シャトー・ラ・フレイネル　１５

画像添付

7世代に亘り守り継がれてきた家族経営シャトーで、現オーナー醸造家のヴェロニク氏が手がけるカベルネ・ソーヴィニヨン
100%の限定キュヴェ。果実味に富み、バランスの良いワイン。

シラー

フレッシュな果実味とまろやかなタンニンのバランスが秀逸。シラーの個性を存分に引き出しながら、料理とのマリアージュが
楽しめるエレガントなスタイル。

アリウェン レセルバ ピノ･ノワール

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。

カベルネ・ソーヴィニヨン

シャトー サンミッシェルの祖にして、ワシントン州の豊かな農業文化を切り拓いたバロン フレデリック スティムソンへの敬意
を込めてつくられました。豊かな日照量を思わせるはっきりした果実味と、柔らかさのバランスが取れたスタイルのワインで
す。

201９年　秋のリカーセレクション

No.062　ソムリエ試験対策黒ブドウ品種主要3品種飲みくらべ赤ワイン6本セット

ソムリエ試験2次試験でこれまでよく出題された黒ブドウ品種より3種を国別にセレクトし
ました。それぞれの品種と国の味わいや香りのポイントを感じながら飲みくらべしてはいか

がでしょうか。

商品名

ブルゴーニュ　ピノ・ノワール

樹齢40年。伝統的な醸造法で、温度管理されたタンクで熟成。発酵前に低温マセラシオンを施し、樽熟成。オーク樽で10ヶ月
熟成（樽はヴォージュ地方のものを使用）。赤みがかったルビー色。赤い果実や黒スグリやセイヨウスグリなどのベリー系の美
しいアロマ。芳醇なタンニンとロースト香が広がる。綺麗な酸味に支えられたややボディー感のあるエレガントな味わい。



 

国 地域 生産者名 画像

フランス マコネ
メゾン・ジョゼ
フ・ドルーアン

アメリカ ワシントン スティムソン

フランス アルザス
シャルル・
スパー

アメリカ ワシントン
シャトー・
サンミッシェル

フランス ロワール
ドメーヌ・メリ
オー

ニュージー
ランド

マールボロ
ツイン・
アイランズ

※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。

ソーヴィニヨン・ブラン

1985年にソーヴィニヨン ブランのファーストヴィンテージをリリースしてから家族経営を続けているワイナリー。シトラスや
トロピカルフルーツの香り。グレープフルーツのような果実味とスパイスのニュアンス。

コロンビア・ヴァレー　リースリング

ワシントンにおける近代的ワイン産業のリーダー的存在。爽やかなオフドライタイプで、ワインそのものでも楽しみやすく、料
理との相性も幅広い｢普段飲みのリースリング」です。

トゥーレーヌ　ラルパン　白　２０１７

画像添付

仏の評価誌クラスマンで「才能がありエネルギッシュ」と評される、ロワールの若手生産者。白桃やライチ等の白い果実を想わ
せる風味で、ボディと新鮮な酸味、ミネラルのバランスも良い。

シャルドネ

シャトー サンミッシェルの祖にして、ワシントン州の豊かな農業文化を切り拓いたバロン フレデリック スティムソンへの敬意
を込めてつくられました。熟したリンゴやメロンのアロマにキャラメルのヒント。さわやかな酸味と焦がしたオークのバランス
が取れています。食事と合わせやすいワインです。

リースリング

輝きのあるレモンイエロー色。フルーティーでミネラリーな香りが印象的です。空気を含ませると白桃や洋梨のイメージに変わ
り、その後熟したエキゾチックフルーツの印象が残ります。清らかな凛とした酸味とのバランスが良く取れており、余韻も爽や
かです。

201９年　秋のリカーセレクション

No.063　ソムリエ試験対策白ブドウ品種主要3品種飲みくらべ白ワイン6本セット

ソムリエ試験2次試験でよくす津題された白ブドウ品種より3種を国別にセレクトした6本
セットです。それぞれの品種と国の味わいや香りのポイントを感じながら飲みくらべしてみ

てはいかがでしょうか。

商品名

 マコン・ヴィラージュ

透き通るような明るい色合いにフラワー、フルーツの香りが感じられます。ミディアムボディにすっきりとした酸味、キリッと
した口当たりと心地よいフィニッシュ。



国 地域 生産者名 画像 国 地域 生産者名 画像

オーストラ
リア

ヴィクトリ
ア州

アンド
リュー・
ピース

オーストラ
リア

ヴィクトリア州
アンドリュー・

ピース

オーストラ
リア

ヴィクトリ
ア州

アンド
リュー・
ピース

オーストラ
リア

ヴィクトリア州
アンドリュー・

ピース

オーストラ
リア

ヴィクトリ
ア州

アンド
リュー・
ピース

オーストラ
リア

ヴィクトリア州
アンドリュー・

ピース

オーストラ
リア

ヴィクトリ
ア州

アンド
リュー・
ピース

オーストラ
リア

ヴィクトリア州
アンドリュー・

ピース

※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。

数多くの受賞歴、専門誌でも高評価ワイン。フルーティーでバランスの良い味わい。
【おすすめ食材、料理】秋の香り高い食材（松茸など）。それらを使った蒸し料理、軽い煮込み。

樽の香り豊かな飲み応えのある白ワイン。上品で複雑さを兼ね備えている。
【おすすめ食材、料理】クリーム系のお料理、白菜と豚バラ肉の鍋（ポン酢で）

ワインメーカーズ・ノート　シャルドネ ワインメーカーズ・ノート　レゼルヴ　シャルドネ

201９年　秋のリカーセレクション

No.064　今話題のオーストラリア　赤・白・スパークリングワイン8本セット

今話題の生産地・オーストラリアより金賞受賞、航空会社採用ワインを含む8本セットです。赤・白に加え、スパークリングまでついたバイヤーおすすめ
のセットです。フルーティで飲み応えのあるワインをセレクトしました。

商品名 商品名

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。
【おすすめ食材、料理】鶏の唐揚げ、鰻の蒲焼き

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。
【おすすめ食材、料理】シンプルに赤身肉のグリル、すき焼き

ワインメーカーズ・ノート　カベルネ・ソーヴィニヨン 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

トロピカルフルーツのアロマに微かにハーブを思わせる香り。レモンやライムのような味わい。
【おすすめ食材、料理】フレッシュオイスター、ワカサギの南蛮漬け

ベリー系の果実味に、柔らかでシルキーなタンニンとオークのニュアンスが感じられる。
【おすすめ食材、料理】鮭ときのこのホイル焼き、麻婆豆腐

ワインメーカーズ・ノート　セミヨン・ソーヴィニヨン・ブラン アンドリュー・ピース　ラングホーン・クリーク　ピノ・ノワール

数多くの受賞歴、専門誌でも高評価ワイン。香り高く、ジューシーな果実味、余韻も長い。
【おすすめ食材、料理】サバの味噌煮、豚の生姜焼き

きめ細やかでクリーミーな泡立ち。シャンパーニュのようなイースト香とフレッシュな味わい。
【おすすめ食材、料理】旬のキノコ料理、おせち料理

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



 

国 地域 生産者名 画像

ニュージー
ランド

マールボロ クラウディーベイ

ニュージー
ランド

マールボロ クラウディーベイ

ニュージー
ランド

マールボロ クラウディーベイ

ニュージー
ランド

セントラル
オタゴ

クラウディーベイ

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

201９年　秋のリカーセレクション

No.065　クラウディーベイ　品種別飲み比べ赤・白4本セット

注目のニュージーランドで高品質なワイン造りに定評のある〈クラウディーベイ〉。さわや
かな味わいのソーヴィニョン・ブランや、最南端で造る長期熟成タイプのピノ・ノワールな

ど品種別の飲みくらべをお愉しみください。

世界中が恋した、マールボロ産ソーヴィニヨンブラン。パッションフルーツのみずみずしいアロマと、マンダリン オレンジの様
な豊かな果実味、ハーブや青リンゴを思わせる爽快さが衝撃的です。

クラウディーベイ　ソーヴィニヨンブラン

商品名

小樽で自然発酵・長期熟成させたソーヴィニヨン ブランです。完熟した柑橘類やトロピカルフルーツのアロマと、ブリュレや
キャラメルのようなフレーバーを持つ魅惑的な味わいです。

ダーク チェリーやワイルドベリーの果実味と野性味溢れるスパイスのアロマがあり、滑らかなタンニンと深みある味わいが非常
にエレガントです。

クラウディーベイ　テ ココ

クラウディーベイ　ピノノワール

マオリ語で「その場所」を意味するテ ワヒ。このピノ ノワールは、テ ワヒが生まれたセントラル オタゴのまさに「その場所」
の風土を表現豊かに体現しています。官能的で甘くリッチなフルーツ。濃縮されたふくよかな味わいと鮮明な酸味、しなやかな
タンニンのバランスが素晴らしく、長く続く複雑な余韻が魅惑的なワインです。

クラウディーベイ　テ ワヒ



国 地域 生産者名 画像 国 地域 生産者名 画像

フランス ボルドー シャトー元詰 フランス ボルドー シャトー元詰

フランス ボルドー シャトー元詰 フランス ボルドー シャトー元詰

フランス ボルドー シャトー元詰 フランス ボルドー シャトー元詰

フランス ボルドー シャトー元詰 フランス ボルドー シャトー元詰

フランス ボルドー シャトー元詰

フランス ボルドー シャトー元詰

※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・プティ・リオン・デュ
マルキ・ド・ラス・カーズ　２０１４

ムーラン・ディッサン　　２０１４

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。

マルゴー格付3級のシャトー・ディッサンの造るスペリュール。ディッサンよりメルローの比率が多く、口当た
りもソフトでまろやかな味わいです。

201９年　夏のリカーセレクション

No.066　格付けシャトーが手掛ける赤ワイン10本セット

メドック格付けシャトーが手掛けるワインを一堂に集めました。スーパーセカンドと呼ばれるレオヴィル・ラス・カーズやコス・デストゥルネルが
手掛けるワインも入ったボルドー好きにおすすめのワインせっとです。

商品名 商品名

グレ・バイ・コス・デストゥルネル　２０１４ レ・オー・ド・ランシュ・ムーサ　２０１５

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

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

レ・フィエフ・ド・ラグランジュ　２０１４ レ・ザレ・ド・カントメルル　２０１４

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

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

ル・オー・メドック・ド・ジスクール　２０１３
オー・メドック・ド・

オー・バージュ・リベラル　２０１４

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

ポイヤック5級格付のシャトー・オー・バージュ・リベラルが造るオー・メドック。

ル・ルレ・ド・デュルフォール・ウ゛ィウ゛ァン　２０１６

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。

ラ・クロズリー・ド・カマンサック　２０１１

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。



 

国 地域 生産者名 画像

カリフォル
ニア

セントラルコースト ビコーズ

フランス 南フランス ビコーズ

カリフォル
ニア

セントラルコースト ビコーズ

フランス 南フランス ビコーズ

フランス その他フランスビコーズ

フランス 南フランス ビコーズ

※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　秋のリカーセレクション

No.067　Because，シリーズ飲みくらべ　赤・白・スパークリングワイン6本セット

知れば知るほど、ワインはおいしい。楽しくワインを味わいながら、ワインの知識を深めていくことが
できるシリーズです。それぞれのぶどうにとって最適な土地で醸した代表的な味わいのワインがセレク
トされた、Because，シリーズ。フランスとカリフォルニアの２大産地の飲みくらべで、お気に入りの

産地や品種を見つけましょう。

わたしの育ちはカリフォルニア、品種はカベルネ・ソーヴィニヨンです。
暖かい土地で皮まで熟して育った葡萄から、果実味が豊かで濃密な味わいが生まれました。
力強いタンニンのフルボディで、酸はまろやか。
ブラックベリーやブラックチェリー、カシス、モカ、シガーの煙のような深みと樽香などが楽しめます。

ビコーズ,　アイム　カベルネ・ソーヴィニヨン　フロム　カリフォルニア

商品名

わたしの育ちは南フランス、品種はカベルネ・ソーヴィニヨンです。
まろやかな甘い果実に、おだやかな酸味と熟したタンニン。ベリーのフレーバーに
スパイスが加わり、複雑な味わいで、かつバランスが素晴らしいワインです。
ブラックチェリーやブラックベリー、ナツメグ、炭、鉛筆のような品のある香りが楽しめます。

わたしの育ちはカリフォルニア、品種はシャルドネです。
太陽をたっぷりと浴び、熟れたパイナップルのような風味に。芳香な果実のおいしさがまろやかな酸と一緒に広がり、
ジューシーな味わいがいつまでも続きます。
トロピカルなフルーツのほか、黄色い花束、クロワッサン、バニラのような樽香などが楽しめます。

ビコーズ,　アイム　カベルネ・ソーヴィニヨン　フロム　サザンフランス　

ビコーズ,　アイム　シャルドネ　フロム　カリフォルニア

わたしの育ちは南フランス、品種はグルナッシュです。
フレッシュな果実味がたっぷり楽しめるワイン。口に入れた瞬間、
ジューシーでフルーティーな味わいが広がり、お花畑の中でフルーツバスケットを抱えている気分に。
チェリーのジャム、カシス、クローブ、ラベンダー、ローズマリーなどの香りが楽しめます。

わたしの育ちは南フランス、品種はシャルドネです。
年間を通して穏やかな気候で育ち、果実によりそった柔らかい酸味と熟れたフレーバー、
ほどよいミネラルが味わえます。白い花が華やかに広がるような、爽やかでエレガントな余韻。
黄桃やグレープフルーツ、レモン、ローストアーモンドのような香りなどが楽しめます。

わたしの育ちはフランス、品種はシャルドネです。
白ブドウのみから生まれた“Blanc de Blancs”と呼ばれる優美なスパークリングワインです。
きめ細かい泡が白い花の香りと広がり、織り重なるハチミツやアーモンドのフレーバー。
綺麗な酸がつくるフレッシュでドライな後味と、レモン、アプリコット、ジンジャー、ハーブなどの香りが楽しめます。

ビコーズ, アイム　シャルドネ　フロム　サザンフランス

ビコーズ, アイム　ブラン・ド・ブラン　フロム　フランス

ビコーズ, アイム　グルナッシュ　フロム　サザンフランス



 

国 地域 生産者名 画像

フランス 南西地方
ドメーヌ・アラ
ン・ブリュモン

オーストラ
リア

ヴィクトリア ロング・パドック

スペイン カタルーニャ ロジャーグラート

アメリカ ワシントン アンティノリ

アメリカ ワシントン
シャトー・
サンミッシェル

フランス ブルゴーニュ
ラ・シャブリジェ
ンヌ

※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　秋のリカーセレクション

No.068　サクラワインアワード受賞赤・白・ロゼスパークリング6本セット

女性審査員によるワインの選定会として知られるサクラアワード。そのかなから伊勢丹新宿
店バイヤーがこれはと感じたシャブリや今注目のロゼワインのスパークリングなどが入った

様々なタイプの味わいのものをセットにしました

商品名

シリュス マディラン

黒スグリやフランボワーズなど果実の凝縮した香り。伝統品種タナとカベルネ・ソーヴィニヨンがボリューム感を与え、果実味
豊かな仕上がりとなっています。

メルロー

名門ヒルスミス家により1973年に設立。ヴィクトリア州の高標高地、キングヴァレーに自社畑を所有しています。プラムや黒
系果実の味わい。数％のサンジョヴェーゼがスパイシーな印象を加える。オッソブーコやポレンタ、トマト系のパスタと共に。

カバ ロゼ ブリュット

フレッシュな酸味と赤いフルーツの豊かな果実味が広がります。余韻にかけて溶け込んだ心地良いタンニンがアクセントにな
り、切れ味のよい後味になります。

シャブリ　ラ・ピエレレ　２０１６

シャブリ全体の1/4という最大生産量を誇りながら品質的にもトップと目される生産者。エレガントなリンゴや洋ナシのアロマ
が香り立ち、口中で見事な質感を感じることが出来るワイン。

ヴィラ・アンティノリ・ビアンコ

爽やかな、オフドライタイプのリースリング。ワインそのものでも楽しみやすく、料理との相性も幅広い。

コロンビア・ヴァレー　リースリング

ワシントンにおける近代的ワイン産業のリーダー的存在。爽やかなオフドライタイプで、ワインそのものでも楽しみやすく、料
理との相性も幅広い｢普段飲みのリースリング」です。



 

国 地域 生産者名 画像

日本 山梨県 シャトー　勝沼

日本 山梨県 シャトー　勝沼

日本 山梨県 シャトー　勝沼

日本 山梨県 シャトー　勝沼

日本 山梨県 シャトー　勝沼

日本 山梨県 シャトー　勝沼

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

黄金の丘　山梨　ロゼ

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

黄金の丘　山梨　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。

黄金の丘　山梨　スパークリング　ロゼ

華やかな香りとさわやかな味わいが魅力的。やさしく細かい泡立ち、フレッシュでみずみずしい爽やかな香りと新鮮な果実味を
感じるやや辛口のスパークリング。

黄金の丘　山梨　マスカットベーリーA

山梨県産で収穫されたぶどうだけを使用し、低温発酵により醸造。程よい果実味とベリー系の香り、なめらかな口当たりに余韻
も長くふくよかな味わいをお楽しみいただけます。

黄金の丘　山梨　樽熟成メルロ-

山梨県産メルロー種を100%使用。 新樽にて18ヶ月熟成いたしました。 18ヶ月間の間は定期的にウイヤージュ(熟成中の樽の
目減り分の補填を行う作業)し、真心込めて樽熟成いたしました。 仔牛肉のソテー、牛フィレ肉をミディアム・レアのようなス
テーキは抜群に合います。煮物や、すき焼きのような和風の味付けの料理との相性がとてもバランスがとれて、ワインがとても
引き立つでしょう。

201９年　秋のリカーセレクション

No.069　シャトー勝沼　黄金の丘6本セット

ここ数年で高まる日本ワイン人気の中で、日本のワイン造りのパイオニアとして知られる
【シャトー勝沼】。ブドウの栽培から醸造、販売までを一貫するこだわりを守った、飲めば

納得のラインナップをご紹介します。

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 生産者名 画像

フランス ローヌ エステザルグ

フランス
ラングドック
ルーション

マス・ドゥ・
ラ・
フォン・ロンドﾞ

フランス
ラングドック
ルーション

ジャン・プラ
セレクション

フランス ブルゴーニュ ダミアン・コクレ　

スペイン ビエルソ
ボデガス・イ・
ビニェドス

スペイン
ウティエル
レケーナ

ジョアン
バレンシア

※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　秋のリカーセレクション

No.070 ナチュラル赤ワイン6本セット

農薬を使わず醸造も野生酵母で自然に、亜硫酸もごく少量もしくは無添加で造った、
トレンドのナチュラルワイン6本セット。ぶどうの生き生きとした味わいが

口の中に広がります。

生の果実の爽やかさとまろやかさで、口当たりが良い若飲み向き。完熟したブドウを使用しているため、チェリーやブラックベ
リーを思わせる果実香や甘草、胡椒、シナモンを思わせるスパイシーなアロマに満ちています。

トゥ　ナチュレルモン

商品名

口当たりはフレッシュで喉越しが良く、味わい深い。胃にもたれにくく、テーブルワインとしてもお料理に合わせやすいため、
13-15℃に冷やしても十分お楽しみいただけます。

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。

ポンポン・ルージュ

サングラン

チェリーや赤紫蘇のチャーミングな香りにスミレやバラの香り、コショウのニュアンスも。さわやかで軽やかな口当たりに、柔
らかくとてもきれいな酸が感じられます。

イチゴやチェリーなどの赤い果実などの豊かな香り。口の中に含むと、綺麗な酸味と果実味のバランスがよく、まさにボジョ
レーらしい丸みと果実味の感じられます。

凝縮感としっかりした骨格があるが、フレッシュな酸を併せ持つ、飲みやすい赤ワインです。

　ル・フー・ドゥ・ボージョ

ラ・センダ

イ・ロ・オトロ・タンビエン　ボバル



 

国 地域 生産者名 画像

イタリア アブルッツォ ファビュラス

イタリア アブルッツォ ファビュラス

イタリア アブルッツォ ファビュラス

イタリア アブルッツォ ファビュラス

イタリア アブルッツォ ファビュラス

※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。

イタリア・アブルッツォ、マジェッラ国立公園内にあるビオディナミ農法でブドウ栽培を行うワイナリー、フランス軍の前に突如現れた年配の紳士が、樫の木
を火柱に変え兵士を蹴散らしたという物語の一幕をラベルに起用しました。モンテプルチアーノを主体にフードルで発酵後、アンフォラと木樽で熟成しまし
た。カシス色の外観、プルーンの香り、冷涼感と優しいタンニンが好印象の逸品です。

イタリア・アブルッツォ、マジェッラ国立公園内にあるビオディナミ農法でブドウ栽培を行うワイナリー、19世紀の終わり、貧困に悩むアブルッツォの人々
がアルゼンチンへ移住したときに乗った船をラベルに施しました。サンジョヴェーゼとプリミティーヴォをフードルで発酵後、アンフォラと木樽で熟成しまし
た。ルージュの外観に、スミレの香り、ビターかつ甘やかな口あたりが印象的です。ルージュの外観から、スミレの香り、ビターかつ甘やかな口あたりが印象
的です。

ファッラ・モンテプルチアーノ・ダブルッツォ

フイット・サンジョベーゼ・プリミティーボ

イタリア・アブルッツォ、マジェッラ国立公園内にあるビオディナミ農法を行うワイナリー、農場内には巡礼者と移住者の休憩場所が用意されていた昔、そこ
で羊飼いとして活躍する「ゲナリオ」をラベルに施しました。ペコリーノを主体にフードルで発酵後、アンフォラと木樽で熟成しました。ホワイトイエローの
外観から、青リンゴのアロマ、ボリュームがありミネラルと旨味が交じり合います。

イタリア・アブルッツォ、マジェッラ国立公園内にあるビオディナミ農法を行うワイナリー、19世紀後半に母から娘や義娘に受け継がれた月形イヤリング
「sciacquajje」をラベルに施しました。ピノグリージョを主体にフードルで発酵後、アンフォラと木樽で熟成しました。ルビー色の外観に、ハーブやチェ
リーの香り、さくらんぼを連想する愛らしい果実に控えめな酸が印象的です。

フェンチェルト・ペコリーノ

フォエミネ・ピノグリージョ

201９年　秋のリカーセレクション

No.071　アブルッツォ州　自然派赤・白・オレンジワイン5本セット

イタリア・アブルッツォ州「マジェッラ国立公園」内にあるビオディナミ農法を行うワイナ
リーの白2・ロゼをお楽しみいただけるセットです。どのワインもキャッチーな味わいでス

ルスルと飲めるアイテムです。

イタリア・アブルッツォ、マジェッラ国立公園内にあるビオディナミ農法でブドウ栽培を行うワイナリー、ラベルに描かれるのはプレアデス星団（すばる）で
その中のMaja（マイア）星を女神に仕立てた伝説を題材にしています。マルヴァジアを主体にフードルで発酵後、アンフォラと木樽で熟成しました。ライト
イエローの外観に、リンゴやスモモの香り、心地よい苦みがアフターに流れます。

マルヴァジア

商品名



 

国 地域 生産者名 画像

イギリス ハイランド グレンモーレンジィ

イギリス スカイ島 タリスカー

イギリス アイラ島 アードベッグ

※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。

201９年　秋のリカーセレクション

No.072　個性豊かなプレミアムハイボールに。ウィスキー3本セット

オレンジや青りんごを思わせる爽快なグレンモーレンジィ、小樽で自然発酵・長期熟成させ
たタリスカー、果実味と野性味溢れるスパイスを愉しめるアードベック。ハイボールの飲み

くらべを愉しめる3本セットです。

商品名

グレンモーレンジィ 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。
＜オレンジハイボール＞

タリスカー 10年

スカイ島が誇る、金色の蒸留酒。
ピートと海潮の力強い香りとスモーキーな甘さを持ち合わせた、まさに男性的なモルトです。爆発的かつ複雑な香味の特徴が
人々を惹きつけてやみません。＜スパイシーハイボール＞

アードベッグ 10年

最もピーティーでスモーキーなシングルモルト*として世界中で愛されるアードベッグ。強烈なスモーキーさを誇りながらも、モ
ルト由来の繊細な甘さが見事に調和した複雑な味わいで、アードベッグ・ファンがこよなく愛する「テン」です。
2008年ワールド・ウイスキー・オブ・ザ・イヤー受賞。＜スモーキーハイボール＞



 

国 地域 生産者名 画像

イギリス スコットランド グレンファークラス蒸留所

イギリス スコットランド グレンファークラス蒸留所

イギリス スコットランド グレンファークラス蒸留所

イギリス スコットランド グレンファークラス蒸留所

※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。

加水していないカスクストレングス。105とは英国式アルコール表記で60度を意味します。【アロマ】屈強で決然とした香り立
ち。年季の入った珈琲ミル、シェリーボデガ、プルーン。うっすらとチェダーチーズやバルサミコの酸味とバーベキューソー
ス。【フレーバー】力強く滾（たぎ）るような口当たり。珈琲やダークチョコレート。やがてプルーンジャム、あんみつ、黒豆
の甘煮等の甘さも相俟ってバランスが良い。加水も良好。

グレンファークラス　105　カスクストレングス

シリーズの人気No.1。グレンファークラスの入門としても最適です。【アロマ】春の息吹。草原に咲く花々、メンソール、蜂蜜
レモン、枝付きレーズン。時間経過で完熟した柿やデーツ、かりんとう、キャラメルへ。【フレーバー】穏やかなタッチ。チョ
コレートビター、オレンジピール、仄かにホップ。時間経過により徐々にティラミスへ変化。

4代目当主が好んだアルコール度数46度の15年。【アロマ】アロマティックな香り立ち。スミレの花、ブルーベリー、乾いたキ
ノコ、時間経過でミモレット、奥底にブラックペッパー。 【フレーバー】ローズヒップティーと焼きたてのトースト。やがてコ
コアパウダー。少量の加水でビターなカフェモカへ。

グレンファークラス　12年

グレンファークラス　15年

201９年　秋のリカーセレクション

No.073　<グレンファークラス>蒸留所　バラエティウイスキー4本セット

150 年以上にわたる家族経営で、伝統的なスペイサイドスタイルのシングルモルトを造る
グレンファークラス蒸溜所。ちょっとした贈り物や行楽のお供に最適な200mlサイズを4種
類詰め合わせたバラエティセットです。

シリーズ中で最もフルーティーなグレンファークラス。【アロマ】香ばしさを伴うクリーミーな香り立ち。焼きたてのクレー
プ、アーモンドオイル、無塩バター【フレーバー】シルキーな口当たり。ミルキーなラムレーズン、渋皮のモンブランと挽きた
ての珈琲。加水でホワイトチョコレートに。

グレンファークラス　10年

商品名



 

国 地域 生産者名 画像

イギリス スコットランド ブティックウイスキーカンパニー

イギリス スコットランド ブティックウイスキーカンパニー

イギリス スコットランド ブティックウイスキーカンパニー

イギリス スコットランド ブティックウイスキーカンパニー

日本 長野県 ブティックウイスキーカンパニー

※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　秋のリカーセレクション

No.074　＜ブティックウイスキーカンパニー＞厳選　ウイスキー5本セット

＜ブティックウイスキーカンパニー＞は世界の素晴らしいウイスキーを多くの方々にお届けでき
るように500mlのボトルで提供するインディペンデントボトラー。蒸溜所にちなんだイラスト

が描かれたラベルも魅力。

シェリーホグスヘッドの28年熟成。色はダークアンバー。
香りはレーズンやプラムなどのドライフルーツ、なめし革、ナッツ。味は完璧なシェリー樽熟成の特徴を備えており、バニラ、ブラックベリーのジャ
ム、チョコレート。フィニッシュにかけて、クローブやナツメグなどのスパイスが現れます。
マッカランのクラシックなハウススタイルを体現する特別な1本。

マッカラン　バッチ23　19年

商品名

シェリーホグスヘッドの21年熟成。色はマホガニー。香りは蜂蜜、デメララシュガー、シナモンバナナ、塩キャラメル。
味はスモークの奥からアプリコット、こってりとしたカスタードクリームやトフィーの甘みに塩っぽさ。
フィニッシュはシェリー樽らしいダークチョコレートとタンニンがスモークとともに広がる。激レアな長熟ダークシェリースプリングバンク！スプリ
ングバンクの持つ酒質にシェリー樽の旨みが融合した至上の１本。

香りは砂糖がけのレモンピール、燃やしたロープ、キャラウェイ、リンゴ飴。
味はスモーク、バラ、ラベンダー、アプリコット、塩キャラメル。

スプリングバンク　バッチ21　21年

カリラ　バッチ13　18年

香りは浜辺のBBQ を想わせる、潮風をまとった煙のようなピートスモークにタンジェリン、ビスケットの甘いアロマ、ローストナッツの香ばしさ。口
に含むとアイラモルトらしいヨード香、塩気、ブラックペッパーが弾け、後からフレッシュなレモンピール、ネーブルオレンジのフルーティさにメー
プルシュガー、クルミが現れます。フィニッシュはややオイリーで、ヨード香のピートスモークの長い余韻が続きます。アードベッグらしいピート香
にシトラスフルーツの爽やかさと甘みが見事に調和した1本。

軽井沢蒸溜所は2000年に製造を終了し、2012年に完全に閉鎖。そんな今では少ない原酒をブティックウイスキーカンパニーが独自にボトリングし
た貴重な一本。香りはマジョールデーツ、サルタナレーズン、チェリーなどのドライフルーツ、オーク、ランシオ、黒糖、ウッドスパイス、ブラック
トリュフアカシアハチミツ。味は、塩味のあるマンサニージャ、熟成されたピノ・ノワール、ダークチョコレート、ハーブ、ブラックベリーのような
リッチなシェリーの味わい。

アードベッグ　バッチ11　13年

軽井沢　バッチ1　19年



 

国 地域 生産者名 画像

台湾 - カバラン

台湾 - カバラン

台湾 - カバラン

※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。

バーボン樽で熟成した後、ポートワイン樽で仕上げた個性的で調和の取れた口当たりの良い味わい。

バーボン、シェリー、プレーンオークなどの樽を厳選し調合した〈カバラン〉ウイスキーの第１作目。

カバラン　コンサートマスター　シングルモルト　50ml

カバラン　クラシック　シングルモルト　50ml

201９年　秋のリカーセレクション

No.075　台湾プレミアムウイスキー〈カバラン〉3本セット

2006年に蒸留を始めて以来、権威のあるアワードを席巻しているプレミアムウイスキー
〈カバラン〉。冷涼な地域で造られるのが一般的ながら、亜熱帯の台湾で蒸留された、常識
を覆す味わいをお愉しみください。

アーモンド、ドライフルーツ、ナッツなどの芳醇な香りで奥行きのある豊かな風味が感じられるウイスキー。
第1回東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション最高金賞受賞。

カバラン　ソリスト　オロロソシェリー　カスクストレングス　700ml

商品名


