
 

国 地域 生産者名 画像

フランス シャンパーニュ
ゾエミ・ド・
スーザ

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
シャンパーニュ
・ドゥラモット

フランス シャンパーニュ アヤラ

フランス シャンパーニュ
ペルトワ・モリ
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。

201９年　冬のリカーセレクション

No.001　人気メゾンシャンパーニュ飲み比べ５本セット

人気シャンパーニュ・メゾンから５アイテムをセレクトしたシャンパーニュのセットです。
生産者によって異なる個性や特徴を愉しみながら、繊細な泡の味わいをじっくりとご堪能く

ださい。

2004年にコート・デ・ブラン アヴィズにて創業したメゾンです。「メルヴェイユ」は、美しさを表します。シトラス香が心地
良く、豊かな口当り。ミネラルに溢れ、絹のように滑らかな円熟味を感じさせます。非常にエレガントで洗練された、美しく、
魅力的なシャンパーニュです。

ブリュット･メルヴェイユ

商品名

輝きのあるエレガントで魅惑的なシャンパーニュ。アーモンドの香りが、新鮮なヘーゼルナッツや果樹園のフルーツと共に感じ
られ、切りたてのリンゴや洋ナシを思わせます。

コート・デ・ブランのシャルドネが50%も占めており、デリケートでエレガンスさ溢れ、かつしっかりとしたボディが抜群のバ
ランスをもたらします。

ブリュット

ドゥラモット・ブリュット

シャンパーニュのブドウ畑のほぼ中央に位置するアイ村にあり、規模的には非常に小さなメゾンです。優美でしっかりとした繊
細な泡立ちが特徴的です。

栽培から熟成までを家族で行う小規模・高品質なシャンパーニュ・メゾン。まろやかな果実味。きめ細かい泡とまろやかな味わ
いが、バランス良いキレを感じる辛口シャンパンです。

ブリュット・マジュール 

ラッサンブラージュ・ブリュット



 

国 地域 生産者名 画像

フランス
シャンパー
ニュ

ジェローム・ブ
ラン

フランス
シャンパー
ニュ

モニアル

フランス
シャンパー
ニュ

ゴネ・シュルコヴァ

※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。

キュヴェ　リベラ　メ　ブランドノワール　　

クレールヴォ－樽修道院は1115年に聖ベルナールによって創設されました。修道士の貯蔵庫は、シャンパーニュの醸造を行っ
ています。中世の蔵は1919年に歴史的建造物に指定されました。大変繊細な泡とフレッシュな泡立ち、渇きをいやしてくれる
ミネラル感のあるシャンパーニュ。

キュヴェ　ゴネ　シュルコヴァ　ブリュット　ブラン　ド　ブラン

ゴネ　シュルコヴァはエペルネに本拠を構えるレコルタン・マニピュラン ミネラル感があり、柑橘の香りが口中に広がります。
柑橘系のレモン、ライムの香りに、フレッシュな泡立ち、バターやクリームのようなアロマが印象的。口に含んだ瞬間に軽快な
酸と余韻の長いうまみが広がります。アペリティフはもちろん食事と合わせて楽しみたいシャンパーニュです。

201９年　冬のリカーセレクション

No.002　小規模生産者　ぶどう品種別シャンパーニュ　飲み比べセット

個性がより表現されやすい、小規模生産者のシャンパーニュ中でも、特にぶどうの特徴を生
かしたワイン造りを行う生産者のこだわりの1本をご用意しました。

商品名

キュヴェ　ラ　ヴァロス

1671年から続くヴィニュロンの家系。自社畑は5.67haです。キュヴェ　ラ　ヴァロスは70％がムニエでピノノワールが
15％、シャルドネが15％です。ビオロジックでの畑で葡萄を栽培。2016年から完全にビオディナミに移行。淡く赤みのある
外観に、ゆったりとした泡立ち、かりんやグレープフルーツの香りに、ミントやカモミールなどのハーブの香り、白胡椒を思わ
せる香りが特徴的。口に含むと、柔らかな酸味とうまみが口中に広がる。



 

国 地域 生産者名 画像

フランス ヴェルズネイ ジャンラルマン

フランス ブジー
ピエール・パイ
ヤール

フランス クラマン ランスロ・ピエンヌ

フランス アヴィーズ
ブリュン・セル
ヴネイ

フランス
ル・メニル・
シュール・オ
ジェ

ジャン・ルイ・
ヴェルニョン

※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　冬のリカーセレクション

No.003　グラン・クリュ小規模生産者　シャンパーニュ飲みくらべ5本セット

格付け最高峰グランクリュ（特級畑）、自社畑自社醸造の小規模生産者が醸すシャンパー
ニュを一同にご用意。代表的な5つの村の飲みくらべセットです。

透明感ある果実は良く熟して非常にフローラル。驚くほど深みのある豊潤さと精緻な酸・ミネラルがもたらす緊張感のバランス
が素晴らしい。並みのプレスティージュ・シャンパーニュすら凌駕する、恐るべきクオリティ。

ブリュット・トラディション

商品名

ブジーに所有する複数の区画をブレンド。リンゴやアプリコットの完熟果実に、オレンジピールやハチミツ、ミネラルのアクセ
ント。生き生きとした細かな泡が駆け抜ける味わいは、ふくよかな果実と細かな酸を備えている。力強さとエレガンスを備えた
ブジーのグランクリュ・シャンパーニュ。

クラマンをメインにシュイイ、アヴィーズのブドウを使用。ジンジャーブレッド、ブリオッシュ、バターを感じさせるアロマの
奥には上質なミネラルが感じられる。ドサージュはごく少量であるが、クラマンのボリューム感、アヴィーズの生き生きとした
酸、シュイイの明るい果実がパーフェクトなバランスを生み出している。

レ・パルセル

ターブル・ロンド

アヴィーズの堅牢な骨格を感じるコート・デ・ブランの魅力あふれるブラン・ド・ブラン。洗練されたシャープなスタイルの中
にはスケールの大きさも感じられ、余韻も非常に長い。

若いウォールナッツのフレーヴァー。アタックは生き生きとしており、口の中では固く直線的な酸による良い緊張感がある。グ
レープフルーツのニュアンスがあり、わずかな苦みが心地よい。シャープでありながらシルキーな長い余韻の上で、ミネラル感
が長く続く。

メロディ・アン・セー

コンベルサシオン



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

シャンパーニュ・
ボーモン・デ・ク

レイエール
スペイン カタルーニャ

ジョゼップ・
マザックス

フランス - ソレヴィ 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

イタリア ピエモンテ サンテロ

イタリア シチーリア
フェウド・
アランチョ

イタリア ヴェネト
ヴィニコラ・

セレナ

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

ボーモン　グランド・レゼルヴ　ブリュット フロールス　カバ　ブルット

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

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。

201９年　冬のリカーセレクション

No.004　シャンパーニュ含む旧世界の味わいを　ヨーロッパ3カ国辛口スパークリングワイン8本セット

泡の最高峰シャンパーニュに加え、果実味豊かなスプマンテや人気のカヴァも入った、
伝統国から造られる本格的な泡の世界をお愉しみいただけます。

商品名 商品名

ヴーヴ・ノワール　ブリュット モンサラ　カバ　ブルット

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

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。

ヴーヴ・デュ・ヴェルネ　ブリュット

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。

サンテロ　ブラック　ブリュット

泡立ちは力強く、花のようなアロマに新鮮なフルーツの香り。
そしてそのスタイリッシュな佇まいが人気の本格的なスプマンテです。

フェウド・アランチョ
アックシィ　エクストラ・ドライ

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

グラン・キュヴェ　スプマンテ　エクストラ・ドライ

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。



 

国 地域 生産者名 画像

フランス
シャンパー
ニュ

セドリック　ブ
シャール

フランス
シャンパー
ニュ

セドリック　ブ
シャール

フランス
シャンパー
ニュ

セドリック　ブ
シャール

※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。

201９年　冬のリカーセレクション

No.005　ローズ　ド　ジャンヌ　単一区画別　３本セット

レコルタン　マニピュランの若手の旗手　セドリック　ブシャールの泡の3本セット。オー
トクチュールと言われる彼のシャンパーニュは1本1本で味わいや香りも異なる個性を感じ

る造り。ぜひ一度ご賞味ください。

「ローズ・ド・ジャンヌ・コート・ド・ヴァル・ヴィレーヌ」は、セドリック氏が父の畑を借りて栽培したブドウから造ってい
たシリーズ「アンフロレッサンス」とは別に、セドリック氏自身が立ち上げたメゾンによる作品。2017年収穫。

【ローズ　ドゥ　ジャンヌ】 コート　ドゥ　ヴァル　ヴィレンヌ

商品名

低収量、補糖なしのノン・ドゼ、気圧を4.5にまで抑えて泡を控えめにするなど、通常のスティルワインと捉えても非常に高いク
オリティを誇っています。コート・ド・ベシャランは、父セドリックから受け継いだ区画で広さはわずか「1.5ha」。シャブリ
と同じようなキンメリジャン土壌に、約8,000本/haのピノ・ノワールが植樹されています。2012年収穫。

レ・ズルシュルは、わずか「0.9ha」という極小の区画から、3,000本程度のみ造られる希少なブラン・ド・ノワールです。

 【ローズ　ドゥ　ジャンヌ】 コート　ドゥ　ベシャラン

【ローズ　ドゥ　ジャンヌ】レ　ズルシェル　ブラン　ド　ノワール



 

国 地域 生産者名 画像

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

クリュッグ

フランス
シャンパー
ニュ

ドン　ペリニョン

※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。

グラン　キュヴェ

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。

ドン　ペリニヨン　2008

ドンペリニヨンの特徴である新鮮さと熟成感の二面性を合わせ持った、みずみずしさと安定感が際立つ魅力的なワインです。

201９年　冬のリカーセレクション

No.006　グラン・メゾンシャンパーニュ飲みくらべ3本セット

グランメゾンを代表する〈ドゥーツ〉〈ドンペリニヨン〉〈クリュッグ〉を豪華にも詰合せ
た３本セットです。シャンパーニュ好きが1度は飲みたい3代目メゾンの味わいに魅せられ

てみてはいかがでしょうか。

商品名

オマージュ　ア　キュヴェ　ウィリアム　ドゥーツ　2010

アイ村のメゾンに隣接する最良区画のミュルテット52%、ラ・コート・グラシエ48%で造るブラン・ド・ノワール。1838年
にメゾンを創業したウィリアム・ドゥーツにささげる180周年記念限定品で、生産量は僅か6000本。フレッシュでピュアな味
わい。プレステージキュヴェの複雑さにエレガントな調和。クリーンなアタックからミネラルティを感じる。黄桃、白桃、プラ
ム、アプリコット、ネクタリンなどのストーンフルーツのリッチでスムーズな味わい。微かなショウガのスパイス香。余韻は長
くリッチ。ブドウの素晴らしい熟成を感じ取ることができます。お寿司やアジアン料理にも相性抜群です。



 

国 地域 生産者名 画像

フランス
シャンパー
ニュ

シャルル・エド
シック

フランス
シャンパー
ニュ

アンリオ

フランス
シャンパー
ニュ

ドゥーツ

※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。

ブリュット　ミレジメ　2008

2008年はアンリオ創業200周年にして素晴らしいブドウが出来た記念すべきミレジメ。果実味や花の軽やかなアロマと、エレ
ガントで骨格があるアンリオらしい味わい。長期熟成のポテンシャルを感じる良年です。

ブリュット　ヴィンテージ　2012

ブリュット・ミレジムの色は銀色がかった艶のある明るく美しい金色。ブリュット・ミレジムはドゥーツのシャンパーニュの中
で確固とした位置を占めていると言えます。 カーヴの奥でシュール・リー方式で育って思春期を卒業したという感じのシャン
パーニュ。アロマはフローラル系が主体。キュヴェの正確なバランスの証明であるフルーティーな風味を味わってほしいとシャ
ンパーニュ愛好家に出会うことを待ちかねているシャンパーニュです

201９年　冬のリカーセレクション

No.007　ビンテージシャンパーニュ3本セット

特別な日にもおすすめの熟成シャンパーニュを3本ご用意。熟成による香りや味わいの違い
が感じられる、一味違うシャンパーニュのセットです。

商品名

ブリュット　ヴィンテージ　2006

トーストしたヘーゼルナッツが感じられ、複雑で多彩なアロマ。ミネラルとなめらかなテクスチャーが組み合わさり、コクのあ
る芳醇な味わいとなっています。



国 地域 生産者名 画像 国 地域 生産者名 画像

フランス シャンパーニュ
ル・ヴルン・
セルヴネイ 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 ゴネ・シュルコヴァ フランス シャンパーニュ ドラピエ

フランス シャンパーニュ ダニエル・ペラン 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
ジャン・バイエッ
ト・プリュドム 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 ブノワ　コクトー 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 シャンパーニュ・
バイ・フェルナンド フランス シャンパーニュ アンリオ

※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。

キュヴェ　リザーブ　ブリュット ブリュト　プルミエ

シャルドネ種の産地として名高いコート・デ・ブラン地区の中心、アビス村. オーナーのパトリック・ル
ブルン氏は、サンディカ・デ・ヴィニョロン RMや農家の組合）の会長を務める.１１．５haの畑から年
間４０，０００本生産. 平均樹齢が２５年のグラン・クリュのシャルドネ種を使用. 本格的な辛口のシャ
ンパーニュ。

ルイ・ロデレールが誇るスタンダードシャンパーニュ、ブリュット・プルミエは、「熟成感とフレッシュ
さ」、「エレガンスと強さ」これらの相対する要素を見事に融和させた、バランスの良さが一番の魅力。

201９年　冬のリカーセレクション

No.00８　小規模生産者VSグラン・メゾン　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ご堪能いただける豪華な12本セットです。ちょっとしたパーティーや、じっくり飲
みくらべにも程よいサイズ感で幅広くお愉しみください。

商品名 商品名

キュヴェ　ゴネ　シュルコヴァ　ブリュ　ブラン　ド　ブラン カルトドール　ブリュット

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。１番絞りのシャルドネ種のみ使用. 繊細
な泡立ち、シャルドネの特徴が生かされた辛口。

赤いフルーツや黄色い果実のコンフィ、柑橘のピール、蜜、軽くローストしたアーモンドなどの香りに、味わ
いは、香りに同様のジューシーな果実味と細やかで豊富な酸が口いっぱいに広がり、クリーミーな泡が心地よ
く口の中で踊ります。

ブリュット モエ　アンペリアル

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。

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

ブリュット　レゼルヴ ブリュット・クラシック

モンターニュドランスの女性が中心の家族経営のメゾン。
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

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！！

オール　ブラン　ブリュット グラン　キュヴェ

ブノワ＆エレーヌ・コクトーは1世紀以上にわたり、シャンパーニュづくりに従事してきた一家。シャ
ルドネを100％使用したミネラルあふれる味わいが特徴。5g/lのドサージュ（補糖）をしたエクスト
ラ・ブリュット・タイプ。

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。

ブリュット　”ルトゥール　オ　スルセ” ブリュット　ス－ヴェラン

原点回帰という意味のスタンダードキュヴェ。ドサージュ６ｇ
１０村３０パーセルから彼らのスタイルのシャンパンを作り出します。現在の生産量は年間５０００本。ビンテージ表記はない
が、１ボトル、１ビンテージで作っており、リザーブワインは加えていない。ブドウ畑の第3世代であるヴァネッサとグザビエ
は、ブドウ園と自然の愛と情熱を受け継ぎ、そこに現代的な新鮮味を付け加えている。

アンリオは1808年の創業以来家族経営を貫く今では数少ない老舗シャンパーニュメゾンです。高品質なシャルドネを活かしたフレッシュでエレガント
な味わいの長熟タイプのシャンパーニュを世に送り出しています。スーヴェランとはフランス語で「至高」の意。柑橘果実や白い花、ブリオッシュのよ
うな特徴的なアロマと長く調和の取れた余韻。アンリオらしいエレガントさとワインとしての美味しさを追求したシャンパーニュです。



 

国 地域 生産者名 画像

フランス ロワール
ラングロワ・
シャトー

フランス ロワール ブヴェ・ラデュベ

フランス ブルゴーニュ
モンジャール
ミュニュレ

フランス ロワール
グラシアン・
エ・メイエ

フランス アルザス
ドメーヌ・メイ
エ　・フォンネ

※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。

クレマン・ド・ロワール　ブリュット 

淡い麦わら色、美しく立ち上る真珠のような泡立ち。豊かな果実は柑橘系果実やハチミツ、アカシアなどの複雑な香りです。
シュール・リーに由来するイースト香も感じられます。

クレマン・ダルザス　ブリュット・エキストラ

僅か数年で、確固たる名声を築き上げたアルザスの「若き希望の新星」。リンゴの密やオレンジの香り。アルザスらしい柔らか
で繊細な味わいです。

サフィール・ブリュット

サファイアの名を持つ宝石のように美しい輝きのロワール産スパークリング。クリスタルのように透明で繊細な泡。薄いゴール
ドにほのかな琥珀色のニュアンス。バランスが良く、クラス感のあるスパークリングワインです。

クレマン・ド・ブルゴーニュ　ブリュット・キュヴェ・クロエ

ヴォーヌ・ロマネの名門中の名門モンジャール・ミュニュレが手掛けるクレマン・ド・ブルゴーニュ。豊かな芳香に清々しくミ
ネラリーな味わいが特徴的です。

201９年　冬のリカーセレクション

No.00９　人気のフレンチ・スパークリングクレマン飲み比べ5本セット

シャンパーニュと同一の製法（瓶内二次発酵）で造られる、クレマン。ブルゴーニュ、ロ
ワール、アルザスの人気地方からセレクトしました。キメの細かい美しい気泡と、上質な酸

味をお愉しみいただく、泡ファン垂涎の５本セットです。

商品名

クレマン・ド・ロワール　ブリュット

6つのテロワールのブドウを使用。24ヶ月以上の熟成。繊細な泡、花梨、桃、グレープフルーツなどの香り。フレッシュで上品
な味わいです。



 

国 地域 生産者名 画像

イタリア ロンバルディア
ヴィッラ・クレ
スピア

イタリア ロンバルディア
ペルラ・デル
・ガルダ

イタリア ヴェネト カサノヴァ

イタリア エミリアロマーニャ

ヴェントゥリー
ニ・バルディー
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。

チェリーやスミレの香り。熟したチェリーやラズベリーのような果実味を感じる味わい。

レッジャーノ・ランブルスコ　フリッツァンテ　“マルケーゼ　マノドーリ”

泡は非常にクリーミーで滑らかで、黄色い花やハチミツのニュアンスが印象的。

梨や白桃のような果実の余韻が残り、程よいキレのある酸味が心地よく続きます。

ガルダ シャルドネ スプマンテ “ブリオ”

プロセッコ ブリュット 

201９年　冬のリカーセレクション

No.010　イタリアスパークリングワイン堪能4本セット

フランチャコルタをはじめ、日本初上陸のプロセッコなど、イタリアNo.１ソムリエの林基
就氏が満を持してセレクトしたバラエティ豊かで上質なスパークリングワインのセットをご

紹介。

クリーミーな泡と溌剌とした酸味が印象的で、深い余韻はまさにフランチャコルタの真骨頂。

フランチャコルタ “シンビオティコ” ブリュット 

商品名



 

国 地域 生産者名 画像

イタリア ロンバルディア サントゥス

イタリア ロンバルディア フェルゲッティーナ

イタリア ロンバルディア モンテロッサ

イタリア ロンバルディア カデル　ボスコ

イタリア ロンバルディア リッチ・クルバストロ

※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。

フランチャコルタ キュヴェ･プレステージ

カデルボスコが30年にわたって培った経験と、ワイン造りへの情熱、そして魅了させる味わいへの探求がすべてが集まって造り出さ
れた、まさに「フランチャコルタの真髄」とも呼べる味わい。瞬く間に高い評価を獲得し、今ではすっかり「カデルボスコの新しい
顔」として定着しました。

フランチャコルタ　サテン・ブリュット

現オーナーのリッカルド・リッチ・クルバストロ氏は、17代目。スーツが似合うダンディーな紳士です。当社のワインの熟成期間は
非常に長く、サテンやExブリュットで約４年に及びます。また、木樽による発酵・熟成も魅力の一つです。香ばしいナッツ感が味わ
いに奥行きと深みを与えます。スティルの白もムルソーのようなたっぷりとした樽のニュアンスが楽しめる。

フランチャコルタ　ブリュット

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。

フランチャコルタ　ブリュット

1972年創業の家族経営の小規模ワイナリー。実力は高く、フランチャコルタのトップワイナリーのひとつとして評価されるモンテ
ロッサ社！フランチャコルタ地区はスパークリングワイン以外のスティルワインを造るワイナリーが多い中、モンテロッサはスパーク
リングワインのみ生産。

201９年　冬のリカーセレクション

No.011　生産者別フランチャコルタ飲みくらべ　スパークリングワイン5本セット

キメ細かい泡に、穏やかで優しい味わいのフランチャコルタ。冬のロマンチックなムー
ドの中でお愉しみいただきたい、繊細な味わいの5本を厳選しました。

商品名

フランチャコルタ　ブリュット

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



 

国 地域 生産者名 画像

イタリア ピエモンテ コントラット

イタリア ピエモンテ バンフィ

イタリア ロンバルディア モンテロッサ

※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。

バンフィ・ブリュット

メトド・クラッシコ製法でシャンパーニュと同じように、瓶内二次発酵させています。二次発酵後は澱とともに24ヶ月以上熟
成。輝きのある淡い麦わら色、細かく持続性のある泡、凝縮した華やかな香り、爽やかで生き生きとした酸との調和のとれた味
わい、香り高くすっきりとした後味が特徴です。

フランチャコルタ・ブリュット

モンテ・ロッサ社のスタンダードタイプは、フランチャコルタの法定熟成年数18ヶ月に対し、約24ヶ月の熟成。華やかな香り
と深みのある味わいです。

201９年　冬のリカーセレクション

No.012　イタリア産シャンパーニュ製法　上質スパークリングワイン３本セット

シャンパーニュと同様にワインを瓶内で二次発酵させる製法で醸した3本セット。イタリア
屈指の造り手がこだわりぬいたスプマンテの飲み比べをお楽しみください。

商品名

コントラット・ミッレジマート・パドセ

世界遺産の地下セラーの中で、瓶内で澱と共に48カ月以上の熟成を経て造られるスプマンテ。ゆっくりと熟成される中で、きめ
細かい泡や、花やベリー、イーストなどの複雑な香りが生まれます。力強く、ふくよかで、洗練されたエレガントな味わいで
す。



画像 画像

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

フランス産シャルドネ100％のブラン・ド・ブラン。ブルゴーニュ地方リュット・レゾネで栽培さ
れたブドウを選別し、シャルマ方式によって造られるワインは、フレッシュ且つ驚くほど鮮明で、輝
きのある上品な泡立ちが楽しめます。フローラルや柑橘系のニュアンスが広がり、モダンで洗練され

エレガント。フルーティーな清々しいフレーバーが口いっぱいに広がります。

100％トレパットで造った素晴らしいカバ。美しく輝くピンクレッド色。官能的で豊かな香りにフレッ
シュなアロマ。やわらかさ、甘みのバランスがよく、コントロールされた発酵プロセスにより余韻が長い

1本。

フランス/ボルドー
アライアンス・ヴァン
ジャン・アルシャンボー ブラン・ド・ブラン

スペイン/ペネデス
ペレ・ベントゥーラ
プリメール　カバ　ロゼ　エクストラ・ドライ

201９年　冬のリカーセレクション

No.013　世界のスパークリングワイン飲みくらべ10本セット

世界各国の銘醸地で造られる、スパークリングワインを飲み比べできる10本セット。産地ごとの特徴をご堪能頂ける赤・白・ロゼとバラエティ豊かな
ラインナップで世界の泡をお愉しみください。

国/地域 生産者名 国/地域 生産者名

葡萄のみで造られるコスパ抜群のスーパーヴァンムスー。
繊細な泡立ちで、白い花の香り。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を感じ

ます。エレガンスとバランスを兼ね備えたフレッシュなスパークリングワイン。

細かい泡、緑がかった黄色で、金色の輝きもある。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。第一印象はフレッシュでフルーティ。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味わい。

フランス/ボルドー
リスパル・ジュリー
ルイ・レオナール　ブラン・ド・ブラン

スペイン/ペネデス
ペレ・ベントゥーラ
モナ　カバ　ブリュット

プロセッコDOCGゾーン内で最大の年間生産数を誇るアストリアが、自社ぶどう100%で造るクオ
リティーの高いDOCプロセッコ。

世界が注目！リースリング種100%の 爽やかスパークリングワイン。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

ルーティなスパークリングワインです。

ドイツ/ナーエ
ジョセフ・ドラーテン
リースリング・スパークリング エクストラ・ドライ

イタリア/ヴェネト
アストリア
プロセッコ　DOC　エクストラ・ドライ

「全てのワインが高い品質を備え、全てのワインにテロワールを表現すること」を信条にワイン造り
を行うピローヴァノのワイン。淡い黄色。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スプマンテです。

お肉の為の赤・泡！黒系果実の豊かな香りに、スパイスやミネラル、コーヒーなどの香りもあり複雑。ブ
ドウの甘味にしっかりとした泡が溶け込み芳醇。きめ細かな渋味と苦味が印象的なビターなスパークリン

グ赤ワインです。

南アフリカ/ウエスタンケー
プ

オーバーヘックス
バランス　スパークリング　ピノ・タージュ

イタリア/ヴェネト
マスティオ・デッラ・ロッジア
グラン・キュヴェ　スプマンテ・ブリュット

「全てのワインが高い品質を備え、全てのワインにテロワールを表現すること」を信条にワイン造り
を行うピローヴァノのワイン。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実を楽しめる辛口ロゼ。

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、アプリコットを想わせる豊かな果実味にフレッシュな酸と苦味が心地よいスパークリ

ングワインです。蒸し鶏のサラダ、唐揚げ、フレッシュな色カビ系チーズとご一緒にどうぞ。

チリ/セントラル・ヴァレー
VDアギーレ
ロンジチュード スパークリング ブリュット

イタリア/ヴェネト
マスティオ・デッラ・ロッジア
グラン・キュヴェ　スプマンテ・ロゼ



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
カスティー
リャ・イ・

レオン

アルバレス・
イ・ディエス

スペイン
ウティエル・レ
ケナ

コヴィーニャス

スペイン ナバラ
ボダガス・オ

チョア
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
モンテアベジョン

※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。

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。

葡萄品種は、テンプラニーリョ種100％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

201９年　冬のリカーセレクション

No.016　冬はお家でスペイン・バル！　美食の国スペイン　赤・白・スパークリングワイン10本セット

冬の味覚にぴったりのワインを スペイン各地から集めました。生ハムやチーズ、アヒージョと
一緒に、スペインへの旅行気分をお愉しみいただける バラエティに富んだ10本セットです。

商品名 商品名

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｡

葡萄品種は、ガルナッチャ種100％です。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

羊の柄のラベルのすっきり爽やかな白ワイン。ソーヴィニヨン・ブラン50％、ヴィウラ50％。
「ランソス」は、自社畑の名前で、その区画のブドウを100％使用しています。グレープフルー
ツ、グァバ、モモを想わせるフルーツのアロマを持ち、酸のしっかり乗った、ドライで軽快なワイ
ンです。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。

葡萄品種は、ボバル種100％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。

ランソス・ブランコ ヴィジャ・デ・アドノス・ボバル・ティント

葡萄は、ビウラ、シャルドネ、モスカテルの3品種です。フレッシュな果実味、スッキリとした酸
味、後口にほのかな甘みのあるフレーバーを感じます。麦わらのような淡黄色で、華やかな花の香
りを感じることが出来ます。香りは3種の葡萄品種のアロマ、とりわけモスカテルのフローラルの香
りが特徴的。生産者のオチョアは、ナバーラ王国の首都があったオリーテにあります。

葡萄品種は、テンプラニーリョ種100％。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。

オチョア・ブランコ ボデガス・オチョア

葡萄品種は、ベルデホ種100％です。色合いは輝く緑がかった麦わら色。香りはフレッシュで華や
かな果実のアロマ、柑橘や白い花のニュアンスがあります。キレのいい酸とバランスの取れた果実
味があり、魚介類とよく合う白ワインです。コスタ・デル・ソル（太陽海岸）のお洒落なリゾー
ト、レストランで大人気の白ワインです。

5 ヶ月熟成のフレッシュな赤ワインです。葡萄品種は、テンプラニーリョ種100％です。ドゥエロ川に近い場
所にある、フレッシュな畑のブドウから造られています。土壌は砂利と粘土を少し含む砂質壌土です。土壌が
与える非常に特徴のあるフレッシュさが、樽で熟成させることで、フルーティで個性のあるワインとなってい
ます。20 日間のマセレーションをおこなっております。

マンテル・ブランコ・ベルデホ モンテアベジョン・バリカ



 

国 地域 生産者名 画像

イタリア ピエモンテ
テヌータ・ロッ
カ

イタリア トスカーナ ラヴァッツィ

イタリア アブルッツォ チャボリック

イタリア プーリア
マッソ・アン
ティコ

イタリア ヴェネト モソーレ

イタリア ウンブリア アルジッラエ

※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。

内陸でありながら貝殻の化石の土壌で育ったグレケットは、塩味を感じさせる味わい。牡蠣や蟹にぴったり。

日本初登場。南部のプーリア州の土着品種を使って木樽で熟成。果実味たっぷりの濃厚なフルボディです。

ヴェネト州の土着品種タイは、フレッシュでミネラリーな味わい。ヴェネツィアの魚市場に思いを馳せて。

イル・ポテーレ　(赤)

タイ　ヴェネト・オリエンターレ　(白)

グレケット　ウンブリア　(白)

日本初登場。木樽熟成期間を長くすることで味わいに深みとボリューム感を与えています。飲み応えのある1本。

樹齢70年以上、木樽で12か月熟成させたどっしり重厚なモンテプルチャーノ。創業1853年の老舗生産者です。

ボリオーソ　キアンティ・リゼルヴァ　(赤)

ディヴス　モンテプルチャーノ・ダブルッツォ　(赤)

201９年　冬のリカーセレクション

No.017　「イタリアオトコ」林修セレクト　赤・白ワイン6本セット

晩秋から冬へ、旬の魚介や濃厚な肉の煮込みに合わせたいイタリアワインを食卓にお届けし
ます。厳選した人気ワインと新商品をこのセットのために輸入しました。

バローロと同じ生産者の同じ品種。透明感ある色合いながら、豊かな香りとタンニン、長い余韻が続きます。

ネッビオーロ・ダルバ　(赤)

商品名



国 地域 生産者名 画像 国 地域 生産者名 画像

イタリア ヴェネト
カーサ・ヴィ
ニコラ・サル

トーリ
イタリア バジリカータ

カンティーナ・
ディオメーデ

イタリア
エミリア・
ロマーニャ

カステッリ・デ
ル・ドゥーカ

イタリア
フリウリ　ヴェ
ネツィア・
ジューリア

カーサ・ヴィニコ
ラ・サルトーリ

イタリア マルケ
カンティー
ネ・アウロー

ラ
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 トスカーナ
アジィエンダ・ア
グリコーラ・サ
ン・ルチアーノ

イタリア アブルッツォ
チートラ・ヴィー

ニ

イタリア
カラーブリ

ア
ヴィニコラ・

ジート
イタリア サルデーニャ ピエロ・マンチーニ

イタリア プーリア
トッレヴェン

ト
イタリア シチーリア

カンティーネ・エ
ウロパ

※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。

ヴェント　ロッソ　Ｎ　トッレヴェント

画像添付

ロチェーノ　グリッロ

画像添付

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。

チロ　ロッソ　クラッシコ

画像添付

ヴェルメンティーノ・ディ・サルデーニャ

画像添付

鮮やかなルビーの色合い。チェリーやスイカ、アセロラなどの果実の香りが豊かで、果実味と酸の
バランスが取れている。少し塩っぽさがあり、上品で柔らか。やさしい味わい。

グレープフルーツ、洋ナシのような果実の香り。シナモンのような柑橘系の心地よい爽やかさ。ボリューム感
があり、豊かなミネラルが味の構成を整えている。シャキッとした味わい。

トスカーナ　ロッソ

画像添付

シレーネ　ビアンコ

画像添付

トスカーナ州の赤ワイン。鮮やかなルビー色、チェリーやプラムの香りがあり豊かな果実味と心地
よいタンニンが広がります。牛肉のステーキなどお肉料理と相性が良いです。

蜂蜜にバナナや洋ナシのような果実の香り。熟したリンゴのようなフルーティさと酸味があり、軽やかな果実
感。軽快で飲みやすさのある白ワインです。

エラ　サンジョヴェーゼ　オーガニック

画像添付

エスト　エスト　エスト　ディ　モンテフィアスコーネ

画像添付

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。

モンテフィアスコーネに伝わる逸話にまつわるワインです。味わいはスッキリとしたライトな辛口タイプで、
いつでも気軽に楽しめるワインです。

カステッリ・デル・ドゥーカ　ロッソ

画像添付

ピノ・グリージョ　オーガニック

画像添付

ボナルダ種100％の赤ワイン。温かい大地のような懐かしい香り。丸みのあるボディが特徴で、食
中に幅広くお楽しみ頂けます。まろやかな口当たりと果実の純粋さを感じて頂けます。

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。

201９年　冬のリカーセレクション

No.018　イタリア12州赤・白ワイン12本セット

全20州でワイン造りが行われる個性豊かなワイン産地イタリア。
北はヴェネト州、南はプーリア、シチリアやサルディーニャ島まで12州のワインをセットにしました。

商品名 商品名

ヴェロネッロ　ロッソ

画像添付

アリアニコ・デル・ヴルトゥレ

画像添付

水の都「ヴェネツィア」を州都に持つヴェネト州産のフルーティな赤ワイン。鮮明な赤紫色で、繊
細で甘い果実の香りと程よい渋み。フレッシュで滑らかな口当たりです。

ブドウの凝縮感が高く、完熟したプルーンの香りやブラックベリー等の果実の香りに、たばこの葉やハーブの
ニュアンス。果実味にタンニンが綺麗に溶け込んでおり飲みやすい。



国 地域 生産者名 画像 国 地域 生産者名 画像

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 トスカーナ
アジェンダ・ウッ
ジャーノ

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 サルデーニャ
カンティーナ・ト
レクセンタ

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 モリーゼ
カンティーナ・サ
ンツェノーネ

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 モリーゼ
カンティーナ・サ
ンツェノーネ

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
チェンティー
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・ネーロ・デッレ・ヴェネツィエ

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。酸味と
果実味のバランスが非常によくとれたピノ・ネーロ。

プレミアム・アパジオ・ロッソ・ヴェロネーゼ

干しプルーンやスリーズにアーモンドチョコの香り。丸みを帯びた口当たりで熟した果実味と甘さ
のあるタンニン。しっかりした余韻。

ヴァルポリチェッラ・ヴァルパンテーナ・リトッコ モリーゼ・カベルネ・ソーヴィニヨン

凝縮した果実感に心地良く柔らかめの渋味。バランスのとれた重口。リパッソにより丸みあるタン
ニンがもたらされボディの厚いバランスの良い味わいに仕上がっている。

しっかりした口当たりと構成。スパイシーさとベリー系の香りたっぷりで南のカベルネらしいスケール感。

コルヴィーナ モリーゼ・ロッソ

黒砂糖やプラムの様な香り。軽い口当たりで酸味と優しいタンニン。バランスの良い味わい。ブド
ウ本来の個性を表現した、シンプルながら個性の光る味わいが特徴。

華やかで熟した果実の香りが広がり、土着品種であるモンテプルチアーノ種のキャラクターの輪郭がはっきり
する。

メルロー モニカ・ディ・サルデーニャ

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

土着品種のみを使用。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んだりします。

201９年　冬のリカーセレクション

No.019　イタリアバラエティ赤ワイン飲みくらべ10本セット

イタリアの赤ワインを代表するさまざまな産地からバランス良くさまざまな品種の赤ワインを集めました。産地違いや品種違いなど色々なシーンで愉しむ
ことができる10本の飲みくらべセットです。

商品名 商品名

ペルゴリーノ・ロッソ キアンティ・トッレクエルチェ

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。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。

フルーティーかつ複雑なブーケと、チェリーを思わせるノート。スムースでベルベットのような口当たりで、
アフターは比較的長め。ワインコンクールにおいても数多くの受賞歴を持つ。



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 コントリ イタリア アブルッツォ トッロ

イタリア プーリア ダ カステッロ イタリア ラツィオ チェルクエッタ

イタリア フリウリ ヴァルヴィティス イタリア ヴェネト マスティア

イタリア
カンパー
ニャ

カンティーナ ディ
 トゥーフォ

イタリア トスカーナ
カステル デル

 グレヴェペーザ

イタリア ピエモンテ モランド イタリア マルケ 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。

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

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

201９年　冬のリカーセレクション

　No.020　イタリア10州10品種白ワイン飲みくらべ10本セット

【エノトリア　テルス】と言われ、ワインの大地とも称されるワイン産地イタリア。その北部から南部までの白ワインを各州ごとで飲み比べができる贅沢な
10本セットです。

商品名 商品名

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。

フィアーノ　IGP フラスカティ テッレ ディ ロマネ

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。

フリウラーノ グラーヴェ デル フリウリ ソアヴェ

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

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。

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



 

国 地域 生産者名 画像

フランス シャブリ
ドメーヌ・ドルー
アン・ヴォードン

フランス ブルゴーニュ
メゾン・ジョゼフ・

ドルーアン

フランス ブルゴーニュ
メゾン・ジョゼフ・

ドルーアン

フランス ブルゴーニュ
メゾン・ジョゼフ・

ドルーアン

フランス ブルゴーニュ
メゾン・ジョゼフ・

ドルーアン

※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　冬のリカーセレクション

No.021 　＜メゾン・ジョゼフ・ドルーアン＞
赤・白ワイン飲みくらべ5本セット

ブルゴーニュの優良生産者≪メゾン・ジョゼフ・ドルーアン≫がお届けする、
普段の食卓にピッタリ、赤白バラエティ5本セット、ブルゴーニュの

“シャルドネ”“ピノ・ノワール”を堪能するにはこのセット！

商品名

シャブリ

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

 ブルゴーニュ シャルドネ

芳醇な香り、フレッシュな味わいと果実味、ブルゴーニュのシャルドネの良さを最大限に引き
出した一本です。

 ブルゴーニュ ピノ・ノワール

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

 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を楽しめます。

 リュリー ルージュ

ベリー系果実の華やかな香り、フレッシュ且つエレガントなタンニン、熟成を経ると滑らかな
口当たりになります。



 

国 地域 生産者名 画像

アメリカ
カリフォルニア
/ナパ・ヴァレー

クロ　デュ　ヴァル

アメリカ
カリフォルニア
/サンタバーバラ

オーボン　クリマ

アメリカ
カリフォルニア
/セントラル
コースト

カレラ

チリ
アコンガグア
ヴァレー

エラスリス

アルゼンチン メンドーサ
クロス　デ
ロス　シエテ

※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。

ブラック・ラズベリーや、ティーリーフのアロマが柔らかく香るスモーキーなノートが特徴的。かすかなチョコレートの
ニュアンスも感じます。エレガントで控えめなタンニンが、果汁たっぷりのこのワインに見事なバランスを与えています。
（カベルネ・ソーヴィニョン　８８％、プティ・ヴェルド７％、カベルネ・フラン５％）

スミレや赤系果実の香り、スパイスを感じられるワイン。口に含むと、心地良い口当たりでフレッシュなフルボディが甘みと共
に感じられ、バランスの取れた味わいです。スムーズな味わいと長く続く余韻をお愉しみください。
（マルベック５８％、メルロー２３％、カベルネ・ソーヴィニョン１０％、シラー８％、プティ・ヴェルド１％）

エラスリス　アコンカグア　アルト　カベルネ ソーヴィニョン

クロス　デ　ロス　シエテ

凝縮感や、美しい酸、アプリコットやラベンダーなどの香りが特徴的。ミネラル、アプリコット、シトラスの香りや、ホワイト
チョコレート、レモン、パイナップルの味わいを感じられるエレガントで、しっかりしたテクスチャを持つワインです。
（シャルドネ　１００％）

アメリカンチェリー、ワイルド・ストロベリー、サッサフラスのパレットが、微かなホワイトペッパーやベーキングスパイスに
よって強調され、みずみずしく長いフィニッシュをお楽しみいただけます。
（ピノ・ノワール　１００％）

オーボンクリマ　シャルドネ　ツバキラベル　サンタバーバラカウンティ

カレラ　セントラルコースト　ピノノワール

201９年　冬のリカーセレクション

No.022　アメリカ大陸人気ワイナリー　赤・白ワイン５本セット

ワイナリー・オブ・ザ・イヤー受賞の「クロデュヴァル」、カリフォルニアのロマネ
コンティ「カレラ」、５大シャトーをブラインドテイスティングで制した「エラスリス」
等、米国と南米の人気生産者のワインを揃えました。各生産者の個性をお愉しみ下さい。

ブラックペッパーや鮮やかな赤い果実のクラッシックなアロマが魅力的なワイン。
ボイセンベリーやプラムの心を引き付けられるようなフレーバーをお愉しみいただけます。
（ジンファンデル　100％）

クロ　デュ　ヴァル　ナパヴァレー　ジンファンデル

商品名



 

国 地域 生産者名 画像

イタリア プーリア
マーレマンニュ
ム

イタリア プーリア カステッロ・モナチ

イタリア シチリア サラパルータ

イタリア プーリア
マーレマンニュ
ム

イタリア カンパーニア テラーロ

※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。

チャンキー・レッド・ジンファンデル

濃厚で凝縮された果実を使用するため、古木からブドウを収穫。丁寧に醸造し、アメリカンオークの新樽を使って発酵・熟成さ
せます。オーク、ダークベリー、ペパーミントやバニラなどの複雑なアロマ。濃厚な味はカシスのようなフルーツをベースに、
そこからチョコレート、ミント、バニラ、コーヒー、そしてリコリスの香りが広がります。

バリレッタ・ロッカモンフィーナ

バリレッタはプリミティーヴォの系統で、第2次世界大戦後、当時絶滅しかけていたこの品種をテラーロ家が復活させ、現時点で
はテラーロのみがこの品種のワインを作っているそうです。スパイスやブラックベリー、熟した赤い果実の香り。充分なフィ
ニッシュの長さがあります。アルコール感と柔らかなタンニンが感じられ、バランスがとれています。

アイアチェ・サリチェサレンティーノ

手摘みされたブドウを発酵後ブレンドし、バリック（小樽）と大樽で約24ヶ月熟成させた、複雑で力強く、芳醇な赤ワインで
す。フルーティで生き生きとしたバランスのとれた味わいは、仔羊のローストや煮込み料理、チーズとよく合います。“アイア
チェ”とはラベルに描かれた英雄の名で、ギリシャ神話ではアキレスに次いで偉大だと言われています。

パッソ・デッレ・ムーレ

乾燥に強く、ゆっくりと完熟するネーロ・ダーヴォラの成育に適したミクロクリマ（微気候）をもつシチリア南部の自社畑
“パッソ・デッレ・ムーレ”（ラバの小径）から収穫されたブドウを醸造、オーク樽で熟成させました。マラスカ、ラズベ
リー、スパイスやバニラの香り、ビロードのようななめらかさと上品なタンニンが特徴です。

201９年　冬のリカーセレクション

No.023　お肉と合わせる「ＴＨＥ肉ワイン」南イタリア濃厚赤ワイン5本セット

地中海の太陽をたっぷり浴びて育ったぶどうから造られる南イタリアの赤ワイン5本。口
いっぱいに広がる味わいと香り、濃厚で芳醇な赤ワインだけを集めました。焼肉やステー

キ、すき焼きなどのお肉のおともにオススメです。

商品名

マンモス・ジンファンデル

オークの樽（フレンチオーク（3～4回目使用）とアメリカンオークの新樽）で8ヶ月間熟成して造られるワイン。リッチでフル
ボディのワインで、濃い色の果実、プラム、スパイスやトーストしたオークの香りがあります。ステーキやバーベキューに合う
ワインです。



 

国 地域 生産者名 画像

フランス シャブリ
ドメーヌ・ドルー
アン・ヴォードン

フランス ラングドック ラ･クロワザード

チリ
クリコヴァ

レー
ウンドラーガ

フランス ブルゴーニュ
メゾン・ジョゼフ・

ドルーアン

アメリカ オレゴン
ドメーヌ・ドルー
アン・オレゴン

ニュージー
ランド

マールボロ サマーハウス

※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　冬のリカーセレクション

No.024　 お鍋に合う、世界のピノ・ノワール＆シャルドネ
赤・白ワイン6本セット

冬の食卓、家族の集いに「お鍋」、色々なお鍋に幅広く合わせやすい
人気品種、エレガントなピノ・ノワールとすっきりシャルドネを集め
て、お買い得な6本セットにしました。冬のだんらんにピッタリな

セットです。

商品名

シャブリ

フルーティで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、バラン
スが良く、フィニッシュには心地よいミネラルを感じます。

レゼルヴ シャルドネ

フルーティで心地よい酸、バランスのよい味わい。洋ナシやアプリコット、バニラのアロマが
華やかに広がります。

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。

マールボロ ピノ･ノワール

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

 ブルゴーニュ ピノ・ノワール

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

クラウドライン オレゴン ピノ･ノワール

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



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-

ヴェネツィア
-ジュリア

ヴァッレ 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 ヴェネト ネグラール イタリア マルケ オッフィーダ

イタリア ピエモンテ カスティーノ 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 トスカーナ トランブスティ イタリア シチリア コントリ

イタリア マルケ オッフィーダ イタリア ヴェネト コントリ

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 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。

ジャンヴィート氏を中心に2002年創立。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のブドウ造り・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のワイ
ン。

やや緑がかった薄い麦藁色。アンズ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。

サレント・ロッソ スプマンテ・エクストラ・ドライ

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。

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。

ピチェーノ エリート・キュヴェ・ブリュット

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。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。

キャンティ・チェルサス コステ・ビアンコ・シチリア

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。

ギリシャ時代より受け継がれたネグロアマーロ同様、白ブドウのヴェルデカ等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。

ピエモンテ・バルベラ サレント・ ビアンコ

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。

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とのバランスのとれたワイン。

パッサテンポ・ロッソ ファレリオ

201９年　冬のリカーセレクション

No.025　イタリアを旅する赤・白・スパークリングワイン12本セット

バラエティに富むイタリアワインの赤・白・スパークリングワイン12本を飲みくらべいただけるセットです。
じっくりとイタリアを識るにも良し、冬の集いにも良しの幅広いラインナップです。

商品名 商品名

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。

ミケランジェロ・ロッソ ラファエロ・ビアンコ



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
ドメーヌ・ダル
デュイ

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・

オー・メドック
-

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

ドメーヌ・
ローラン・ト
リビュ

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・シェーズ

トロピカルフルーツの華やかな果実香に切れの良い酸味が伴なった、和食にも併せ易いボルドー・
セック。

シャブリ・プルミエ・クリュ・ボーロワ

1級で最も北に位置する日照の良いボーロワ。ブドウがよく熟し、口当たりはまろやかで、フィネス
に富んでいる。

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。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

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。

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混じる。

シャンパーニュ・エクストラ・ブリュット シャトー・ピュイ・カステラ

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。

カシスの香りとラズベリーの風味。タンニンが強く、スパイシーなアロマ。濃密な芳香と豊富なタンニンが特
徴。

201９年　冬のリカーセレクション

No.026　フランス地域別ハーフワイン飲みくらべ10本セット

シャンパーニュにジュヴレイ・シャンベルタンやシャブリなどフランス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

ジュヴレイ・シャンベルタン

細やかな泡が長く続くキレのある辛口。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。

ラズベリーやイチゴの香りにわずかにリコリスが混じる。タンニンも柔らかくエレガント。



 

国 地域 生産者名 画像

オーストラリア オーストラリア グラント・バージ

フランス フランス
バロン・フィリップ
・ド・ロスチャイルド

チリ チリ アラス・デ・ピルケ

アルゼンチン アルゼンチン ボデガ・ノートン

イタリア プーリア トルマレスカ

ニュージーランド ニュージーランド シレーニ

※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。

世界中のコンペティションで高い評価を受ける、ハイクオリティーな1本。 香り高いアロマとスッキリした飲み口が不動の人
気。

スワロフスキー社が所有するワイナリー"ボデガ・ノートン"。 ブドウとオークのバランスが心地良く アルゼンチン産らしい肉付
きの良いボディやピュアな果実味が魅力。

名門、アンティノリがプーリアで造る 魚介料理とも合う上質なシャルドネ。 潮風を感じる清々しい味わい。

バレル・セレクト・シャルドネ

トルマレスカ・シャルドネ

セラー・セレクション・ソーヴィニヨン・ブラン

名門バロン・フィリップ・ド・ロスチャイルド社が手掛ける、 南仏ラングドック・ルーションからのデイリーワイン。 滑らかで
フレッシュな果実味が印象的。

サラブレッド飼育とワイン造りへの情熱が融合したワイナリー。 イタリアのワインメーカーであるアンティノリのエッセンスが
融合した、 フルーティ、シンプル、クリアなスタイルを目指したチリワイン。

カデ・ドック・シャルドネ

アラス・デ・ピルケ・シャルドネ

201９年　冬のリカーセレクション

NO.027　世界のシャルドネ白ワイン6本セット

フランスやイタリアといった旧世界からアルゼンチンといったニューワールドまで幅広くそ
ろえたデイリーワインの飲みやすいシャルドネのセットをご用意致しました。産地によって
変化する味わいをお楽しみください。

5世代続く醸造家一族のワイナリー。オーストラリアの高級ワイン産地で造られる、 甘みと酸味のバランスが良いシャルドネ。

ジービー・32・シャルドネ

商品名



国/地域 画像 国/地域 画像

フランス
フランス／
ラングドック

オーストラリア/
ヴィクトリア

イタリア/
プーリア州

フランス／
ボルドー

イタリア/
プーリア州

フランス／
ボルドー

南アフリカ/
ウェスタンケープ

フランス／
ガスコーニュ地方

チリ/コルチャグア
ヴァレー

フランス／
ラングドック

チリ／セントラル・
ヴァレー

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

ラ･クロワザード  レゼルヴ カリニャン ヴィエイユ･ヴィーニュ ブエノス･ディアス シャルドネ ソーヴィニヨン･ブラン

明るいチェリーレッド、バニラ丸みのある芳醇な果実味、ソフトでなめらかな口あたりの良い味わいで
す。

様々な花とトロピカルフルーツの香りが広がります。しっかりとした酸で、心地よい余韻が感じられます。

ラ･クロワザード  レゼルヴ ソーヴィニヨン･ブラン ウンドラーガ アリウェン レセルバ カベルネ･ソーヴィニヨン

ハーブのような清涼感のある香り、フレッシュでボリューム感のある果実味、心地よい酸味も
持ちバランスに優れた辛口白ワイン。

力強いアタックに同調するボディ、豊富なタンニンが心地よいワイン、酸の上品な盛り上がりか
ら続く余韻を愉しめます。

シャトー ベルヴュー キュヴェ･ラ･ベル･クロワ AC ボルドー ボッシェンダル ザ・パヴィリヨン シュナン・ブラン

しっかりと骨格のあるタンニンが中心にあり、ベリー系の果実味が心地いい、熟成のニュアン
スも感じられます。

白桃、パイナップルのフレッシュなアロマ。澄んだ果実味が豊かに広がり、バランス良く酸味が
感じられすっきりとした味わい。長い余韻が楽しめます。

シャトー ムーラン ボワイエ AC ボルドー トゥルッリ プリミティーヴォ･サレント

ジューシーな果実味と爽やかな酸味をともなったタンニンが、長い余韻と心地よい後味へ誘い
ます。

南イタリアらしい旨味たっぷりの果実味、タンニンも良く熟しており、長い余韻へいざないま
す。

複雑性のある豊かな香り、フレッシュで口当たりのいい持続性のある泡立ちが愉しめます。

<イディル･ワイン> ウィスパーズ ブリュット キュヴェ トゥルッリ ヴェルメンティーノ･サレント

シトラスの爽やかさ、トロピカルフルーツの果実味が心地良い泡と共に口中に広がります。お
料理を引き立てる、フレッシュな辛口スパークリングワインです。

アドリア海を想わせる、塩味の効いたミネラル感と程良い酸が口中に広がり、ボリューム感のあ
る果実味と相まって、複雑ながらも心地よく、爽やかな余韻へと続きます。

オーク樽に起因するトースト香、スムーズでなめらかな口あたり、余韻が長く感じられる味わい
です。

2019年　冬のリカーセレクション

No.028　ワインで旅する人気産地 赤・白・スパークリングワイン12本セット

伝統国から新興国まで、世界のワイン産地から飲み易いスパークリングワイン＆白ワイン＆赤ワインを集めて12本セットにしました。
世界の食卓を飾る“普段飲み”ワインで世界旅行に出かけましょう✈

商品名 商品名

デュック･ド･レボー シャルドネ ブリュット ブラン･ド･ブラン ラ･クロワザード  レゼルヴ カベルネ･シラー



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・
サント・
コロンブ

フランス ボルドー
シャトー・
ボーモン

フランス ボルドー
ユリス・

カザボンヌ
フランス ボルドー

シャトー・
ベルナドット

フランス ボルドー
シャトー・
ド・カマン

サック
フランス ボルドー

シャトー・
ラネッサン

フランス ボルドー
シャトー・
カロン・

セギュール
フランス ボルドー

シャトー ・デ・ ザ
ントナン

フランス ボルドー
シャトー・

ラグランジュ
フランス ボルドー

シャトー・ド・
フラン

※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。

サンジュリアン格付け3級シャトー・ラグランジュのセカンドです。飲み頃に入りつつある2013
年です。

サンテミリオンの頂点である2つのシャトー、シャトー・シュヴァル・ブランの元オーナー、ドミニク・エブ
ラール氏とシャトー・アンジェリュスのユベール・ド・ブアール氏が共同所有するシャトー・ド・フランの上

級キュヴェです。

レフィエフ・ド・ラグランジュ2013 シャトー・ド・フラン・レ・スリジエール2007

ハートのマークで人気のサンテステフ格付け3級シャトー・カロン・セギュールのサードワインで
す。果実味豊かなバリック16ヵ月熟成です。

小規模生産者が丁寧に造り、豊かな果実味と深みを味わう事が出来る当たり年2015年です。

サンテステフ・ド・カロン・セギュール2014
シャトー ・デ・ ザントナン・クーヴァン・ド・

ポンドーラ2015

人気のメドック格付け５級のシャトー・ド・カマンサックのセカンド・ラベルです。ファーストと
変わらない製法を用いてサンローランのテロワールを表現しています。

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です。
優良年2015年です。

ラ・クロズリー・ド・カマンサック2010 シャトー・ラシュネイ2015

超優良生産者から提供されたワインを瓶詰めしたマルゴーACワインです。マルゴーワインの魅力を
コストパフォーマンス良く楽しめるシリーズです。

初代スウェーデン国王の名を冠し、格付け2級シャトー・ピション・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。

レクスプレッション・ド・マルゴー2008 シャトー・ベルナドット2014

201９年　冬のリカーセレクション

No.030　ボルドー地方高品質赤ワイン10本セット

ボルドー地方格付けのセカンドや高品質で根強いファンの多いアイテムの、飲み頃やグレートビンテージをセレクトしました。多種多様な上質なワインを
飲みくらべ頂けるセットです。

商品名 商品名

シャトー・モンブスケやシャトー・パヴィなどのトップシャトーを所有するジェラール・ペルス氏
が造るカスティヨンワインです。優雅な果実感と華やかさの10年超熟成2006年です。

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です。バランスが良く飲み頃に入りつつ
ある2014年です。

シャトー・サント・コロンブ2006 シャトー・ボーモン2014



 

国 地域 生産者名 画像

フラ
ンス

ボルドー -

フラ
ンス

ブル
ゴー
ニュ

ドメーヌ・ミッ
シェル・グロ

フラ
ンス

コー
ト・
デュ・
ローヌ

ドメーヌ・ポー
ル・ジャブレ・
エネ

※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。

201９年　冬のリカーセレクション

No.031　フランス3大銘醸地の名門ワイナリーを巡る赤ワイン3本セット

フランスの3大銘醸地、ボルドー、ブルゴーニュ、北ローヌから名門を揃えま
した。メドック格付け〈シャトー・ラグランジュ〉のセカンドワイン、

ブルゴーニュのミッシェルグロ、ローヌの老舗ポール・ジャヴレをご用意。

商品名

レ・フィエフ・ド・ラグランジュ　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。

オート・コート・ド・ニュイ　赤　２０１５

グロ家のオート・コート・ド・ニュイはニュイ・サン・ジョルジュの東約7kmの所に位置し
ます。ラズベリーやチェリーのような果実味に富み、程よいボディが心地よい赤ワインで
す。

クローズ・エルミタージュ　ドメーヌ・ド・タラベール
赤　２０１６

北ローヌの名門ポール・ジャブレ・エネが造るクローズ・エルミタージュで、常に同アペラ
シオンのトップに数えられる銘醸ワイン。スパイシーなアロマと肉厚な果実味、長い余韻。



 

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・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。

ジュヴレ・シャンベルタン

ルイ・ジャドのジュヴレ・シャンベルタンは、この村のワインの特徴がよく表現されたワインです。深い色合いと、多様なベ
リーや赤い果実の香りを持ち、タンニンでしっかりと構成されていますが、円熟したまろやかな味わいが最後まで続くワインで
す。

ジュヴレ・シャンベルタン

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っています。ほのかな優しさと甘い果実香、ミネラリーのなかに優しい
スタイルを感じる味わいです。

201９年　冬のリカーセレクション

No.03２　ジュヴレ・シャンベルタン　赤ワイン3本セット

ナポレオンが愛したと言われるジュヴレ・シャンベルタンの飲みくらべセット。果実の凝縮
感と力強い味わいから「ブルゴーニュの王様」とも呼ばれるワインの生産者によって異なる

個性をお愉しみください。

商品名

ジュヴレ・シャンベルタン

暗いルビー色。黒いベリー系の濃厚なアロマ（ブルーべりー）がカカオのニュアンスと交じり合った香り。深みがあり、複雑。
非常にピュアな果実味。タイトで絹のようなテクスチャー。細かな粒のタンニン。余韻があり、濃厚なフィニッシュです。



 

国 地域 生産者名 画像

フランス ブルゴーニュ
ドメーヌ・ダル
デュイ

フランス ブルゴーニュ
ドメーヌ・フォ
ンテーヌ・ガ
ニャール

フランス ブルゴーニュ
フランソワ・ダレ
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。

シャサーニュ・モンラッシェ・プルミエ・クリュ・クロ・デュ・ミュレ

シャサーニュのハイクラスな畑を所有するドメーヌの一つ。古くから上質なワインが造られることで有名な畑。エレガントでプ
ラムや桃のニュアンスが特徴的。

サントネー・レ・ブラ・ブラン

ブルゴーニュの造り手の間で話題の生産者。熟したフルーツ、アーモンドのリッチな香りとミネラル、繊細さとのバランスが良
い、長熟させたい白。

201９年　冬のリカーセレクション

No.033　こだわりの上質ブルゴーニュ白ワイン3本セット

ワイン通に好まれるブルゴーニュの白ワインは、白い花の香りが華やかで、バランスが良く
エレントでリッチな味わい。シャルドネ好きにはたまらないセットです。

商品名

ラドワ・プルミエ・クリュ・ル・ロニェ

綺麗な酸と出来るだけ自然にまかせた製造法からくる豊富な旨み。フローラルでエレガント、樹齢が高くなるとともにリッチさ
が加えられる予感。



 

国 地域 生産者名 画像

フランス シャブリ
ドメーヌ・ドルー
アン・ヴォードン

フランス ブルゴーニュ
メゾン・ジョゼフ・

ドルーアン

フランス ブルゴーニュ
メゾン・ジョゼフ・

ドルーアン

フランス ブルゴーニュ
メゾン・ジョゼフ・

ドルーアン

フランス ブルゴーニュ
メゾン・ジョゼフ・

ドルーアン

※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　冬のリカーセレクション

No.034　メゾン・ジョゼフ・ドルーアン
ちょっと贅沢 辛口白ワイン5本セット

ブルゴーニュの優良生産者≪メゾン・ジョゼフ・ドルーアン≫から届
いたこだわりの辛口白ワインセット、シャブリ～ＡＣブルゴーニュ～
コート・ド・ボーヌ～マコネ～コート・シャロネーズ、産地の違いも

楽しめる5本セットです。

商品名

 シャブリ プルミエ･クリュ

4つの1級畑のぶどうを中心にブレンド、フレッシュでミネラル感のある長い余韻、時間の経
過とともに繊細なはちみつを感じます。

ブルゴーニュ シャルドネ

芳醇な香り、フレッシュな味わいと果実味、ブルゴーニュのシャルドネの良さを最大限に引き
出した一本です。

 ペルナン・ヴェルジュレス ブラン

グリーンがかった淡いゴールドカラー、まろやかな酸味、厚みと奥行きのある上品な味わいを
愉しめます。

 プイィ・フュイッセ

緑がかった淡い金色。フレッシュなアーモンドやフルーティかつフローラルな香りを感じさせ
ます。

リュリー ブラン

柑橘類ニュアンスにあふれ、フレッシュで、フルーティー。 味わいはフレッシュでエレガン
ト。
 繊細で魅力的な余韻が長く続きます。



 

国 地域 生産者名 画像

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

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

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。

ボーヌのテロワールを素晴らしく表現しているワイン
この真面目なキュヴェは、素晴らしく“ピノらしく“成長します。ポマールにもあるブルゴーニュらしい粘土-泥炭土壌で、ピ
ノ・ノワールの表現を程よくしています。ブドウが熟成すれば必ずそれを裏切らぬ贅沢な味わいがもたらされます。例年ボー
ヌ・プルミエ・クリュよりボディーがあるワイン。

サントネィの村はピュリニーモンラッシェ村のすぐ南にある村で、土壌は酸化鉄を不含む石灰岩質で、野性味に溢れたたくまし
い赤ワインが多く産出されるエリアです。コード・ド・ボーヌの南方であることもあり、豊富な太陽光があります。
ドミニク氏のサントネィはヴィエイユ・ヴィーニュを使っていることもあり、詰まった凝縮感と肉付きの良い果実味、適度なタ
ンニンがあります。

ボーヌ　ヴィエイユ ヴィーニュ キュベ

サントネィ　ヴィエイユ ヴィーニュ

フィサンのブドウ畑はマルサネから続いています。
粘土が存在し、雨が少なくブドウに悪影響を与えるような年には、灌漑の役目を果たすことがあります。
フィサンでは、クシェ村の丘陵部分のものが最も素晴らしい区画も使用しています。コートドニュイにある他のワインと品質は
同様ですが、価格はよりリーズナブルです。

ドミニクが「多くのショレ・レ・ボーヌのワインは軽いが、これは違う」と語るワイン
素晴らしい質のキュヴェ。このキュベの秘密は、丹念に育てられた高樹齢のぶどうの木です。大半を｢レ･ボーモン｣の区画から収
穫されたぶどうを用いており、このアペラシオンに多くみられる粘土の区画から収穫されたものとは異なる香りがあります。

フィサン　ヴィエイユ ヴィーニュ　ルージュ

ショレ・レ・ボーヌ　ヴィエイユ ヴィーニュ

201９年　冬のリカーセレクション

No.035　＜ドミニクローラン＞村名別満喫赤ワイン５本セット

ワインの買い付けから約1年間の樽熟成後、品質を確認して最高の状態と判断したもののみ
が選ばれるドミニク・ローランのトップクオリティを揃えました。彼の理想が詰め込まれた

セットです。

マルサネのテロワールは、シュノーヴ村にある、砂と石灰質からなる優れた土壌の歴史的な畑｢クロ･デュ･ロワ｣から始まり、そ
のアペラシオンの名を冠したマルサネ村に続きます。土壌は軽めですが多少粘土が含まれていて、それが重要な要素になってい
ます。若いうちに供されるとシャクヤクの花のような香りですが、５年以内に素晴らしいスパイスの香りやフルーティーさが加
わります。

マルサネ　ヴィエイユ ヴィーニュ　ＢＩＯ

商品名



 

国 地域 生産者名 画像

フランス ボルドー
シャトー・レ・
グランド・
ヴェルサンヌ

フランス ボルドー
シャトー・グル
シエ・グラン・
プジョー

フランス ボルドー
シャトー・
カンピヨ

フランス ボルドー
シャトー・ラ・
リヴァレリー

フランス ボルドー
シャトー・
フォンレオー

フランス ボルドー
シャトー・
ランクロ

※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。

ドルドーニュ川上流サントフォア・ボルドー地区を代表するシャトー・ランクロの上級キュヴェです。

ガロンヌ河の東に位置し、ブドウ栽培に適した豊かな土壌を持つブライ地区のシャトー。濃厚な果実味が口いっぱいに広がる優
良年2009年です。

リストラックの老舗筆頭シャトーの1つシャトー・フォンレオーのセカンドワインです。コストパフォーマンスの良いオー・メ
ドックACの当たり年の2010年です。

シャトー・ラ・リヴァレリー2009

ラ・レジャンド・フォンレオー2010

シャトー・ランクロ　トリプル・アー2010

グルシエ家の名を残しシャトー・シャス・スプリーンやシャトー・プジョーに隣接する歴史あるシャトーです。飲み頃熟成
2007年です。

サンジュリアン格付け4級のシャトー・ブラネール・デュクリュの支配人ジャン・ドミニク・ヴィドゥー氏がプライヴェートで造
る高品質メドック・ワインです。

シャトー・グルシエ・グラン・プジョー2007

シャトー・カンピヨ2009

201９年　冬のリカーセレクション

No.036　ボルドー地方熟成ワイン飲みくらべ赤ワイン6本セット

ボルドー地方の10年を経過しエレガントで飲み頃を迎えたものや、優良年の熟成をお愉し
みいただけます。さまざまな赤ワインを6本揃えた、贅沢でこの季節にピッタリなセットで

す。

1904年創業のワイン流通業ピュエッシュ・エ・ベッス社が所有する飲み頃熟成サンテミリオンワインです。

シャトー・レ・グランド・ヴェルサンヌ2007

商品名



 

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

※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　冬のリカーセレクション

No.037　メドック格付けトップシャトーを知る
ボルドー贅沢赤ワイン5本セット

メドック格付けの頂点に立つ1級格付けシャトーから
ラトゥール、マルゴー、オー・ブリオンのセカンドワインを

そしてスーパーセカンドからレオヴィル・ラス・カーズとパルメを
ご用意しました。すべてボルドートップクラスのワインです。

商品名

ル・クラランス・ド・オー・ブリオン　２０１５

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・レオヴィル・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・パルメ　２０１４

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。

レ・フォール・ド・ラトゥール　２０１２

画像添付

ポイヤック村にある第1級格付シャトー、「ラトゥール」のセカンドワイン。熟した果実と
オーク樽に由来する複雑で素晴らしい香り。さすがボルドーの銘品です。

パヴィヨン・ルージュ・マルゴー　２０１６

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。



 

国 地域 生産者名 画像

イタリア トスカーナ グラッタマッコ

イタリア トスカーナ
サッシカイア
（テヌータ・サ
ン・グイド）

イタリア トスカーナ
ガヤ（カ・マルカ
ンダ）

イタリア トスカーナ
アジィエンダ・ア
グリコーラ・レ・
マッキオーレ

イタリア トスカーナ
テッレ・デル・
マルケサート

※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・マッキオーレ ボルゲリ・ロッソ

貴族所有が多いボルゲリの土地で、唯一地元の農家として世界に名を轟かすワイナリーを造り上げた<マッキオーレ>。「ボルゲ
リのテロワールを表現」することをひたむきに追及し続ける「職人」です。メルロ、カベルネ・フラン、カベルネ・ソーヴィニ
ヨン、シラーの絶妙なブレンド。カシスリキュール、濃縮したブルーベリーの果実香と、ミネラルから来る旨みが特徴。フレッ
シュさと香りの華やかさが際立つ赤ワインです。

エミリオ・プリモ・ロッソ

「サッシカイア」のぶどう園から畑を譲り受けた、比較的歴史の浅い新鋭ワイナリーですが、今や世界中からオファーを受け、
実力はお墨付きです。カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロ、シラーを使用。ボリューム感を持ちながら繊細な花の香りや、きめ
細やかな酸にほのかにスパイシーな余韻があり、飲み疲れせずに最後まで愉しむことができます。

レ・ディフェーゼ

イタリアワインの至宝と呼ばれる〈サッシカイア〉のサードワイン。2002年の初リリース以来、瞬く間に世に知れ渡りまし
た。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。果実
味と濃厚な力強さを備えつつも、早くから愉しむことのできる、親しみやすさがあります。

カ・マルカンダ・プロミス

イタリアワインの帝王ガヤが何度も交渉を続け手に入れた念願の土地〈カ・マルカンダ〉で造られるワイン。メルロ、シラー、
サンジョヴェーゼというユニークなブレンドで仕立てられるガヤ流スーパータスカンです。森の果実や甘いスパイスを感じるア
ロマ、濃厚でみずみずしい果実味、豊かなタンニンといきいきとしたフレッシュ感が広がる味わいです。

201９年　冬のリカーセレクション

No.038　レコール・デュ・ヴァン講座連動「スーパータスカン」入門赤ワイン５本セット

世界中で大人気の、概念にとらわれない素晴らしい
ブレンドワインを造る「スーパータスカン」の発祥の地、

トスカーナ州ボルゲリの代表的ワイナリー・入門5本セットです。

商品名

ボルゲリ・ロッソ

「3大ボルゲリ」と呼ばれるうちの1本に属します。ワイナリーは海に面した丘・海抜100mに位置しており、特に赤ワインの生
産に向いた土地です。いきいきとしたバランス抜群の1本。黒スグリやスミレの花、ブルーベリーの素晴らしく豊かなアロマが感
じられ、しなやかな口当たりです。カベルネ･ソーヴィニヨン、カベルネ･フラン、メルロー、サンジョヴェーゼのブレンド。



 

国 地域 生産者名 画像

イタリア ヴェネト トンマージ

イタリア トスカーナ ガヤ

イタリア トスカーナ
ルーチェ・デッ
ラ・ヴィーテ

イタリア ピエモンテ
マルケージ・
ディ・バローロ

イタリア ピエモンテ ラ・スピネッタ

※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。

バローロ・カンヌビ

ユネスコ世界遺産にも登録されたランゲ地方の美しい丘陵地帯に130haのブドウ園を所有しています。「ワインの王」と呼ばれ
るバローロワインを産するエリア中でも、とくに高名な「カンヌビ」の丘で栽培されたネッビオーロだけを使用しています。3年
の熟成期間を経てからリリースされる、フルボディの長期熟成タイプです。バラ、バニラ、スパイスと火入れしたオークの香り
やニガヨモギの優しい香りが特徴的で、厳格で力強い印象と、豊かなボディとタンニンのエレガントさが共存するワインです。

ボルディーニ・バルバレスコ

ネイヴェにある単一畑ボルディーニで造るバルバレスコで品種はバローロと同じネッビオーロです。ラベルのサイの絵はルネサ
ンス期に活躍したドイツの画家アルブレヒト・デューラーの作品。進む方向を決めたらまっすぐ突き進むサイの絵に、スピネッ
タの思いが伺えます。「ワイン造りの90％は畑にある」と考え、65人の社員のうち55人が畑仕事に従事するという徹底ぶりで
す。レッドチェリー、ラズベリー、花のニュアンスとスパイスの香りが上品に寄り添い、味わいはより緻密でエレガントです。

ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ

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」。常に最高品質を求め、造り続ける彼らの信念
が表れています。チェリーやイチゴの爽やかな果実のアロマと土やミネラルに加え、スパイシーな味わいとタバコのようなアフ
ターがあり、しっかりとしたタンニンが交じり合い、長い余韻があります。イタリアを代表する品種サンジョベーゼの突然変異
種と言われる「サンジョベーゼ・グロッソ＝ブルネッロ」から造られます。

ルーチェ

名門フレスコバルディ家と、「カリフォルニアワインの父」ロバート・モンダヴィのジョイントベンチャーで生まれた、スー
パープレミアムワイン。ブラックチェリーやプラム、ブラックベリーのアロマを中心に、バニラ、シナモン、クローヴといった
スパイスも合わせ複雑で柔らかい印象ですが、味わいは力強く、骨格があります。サンジョベーゼとメルロのブレンド。ルー
チェとは、「光」を意味しますが、その名の如く、光り輝くスター性を持つ世界的にも大人気のワインです。

201９年　冬のリカーセレクション

No.039　レコール・デュ・ヴァン講座連動イタリア代表的ワイナリー厳選赤５本セット

イタリアワインにおける重要な位置を占める、バローロ、
バルバレスコ、アマローネ、ブルネッロ、スーパータスカン。

さらにそれぞれの秀逸な生産者を厳選したこだわりの5本セットです。

商品名

アマローネ デッラ・ヴァルポリチェッラ

1902年以来、ワイン産業に携わってきた伝統と格式のある名門。ヴィンテージに納得がいかない年は生産を見送ります。竹で
できたスノコの上で収穫したブドウを100日陰干しして糖度を高めたブドウを用います。熟成に使用している樽は、樹齢200年
以上で、世界最大のカスクとしてギネスに認定されています。熟成感が口の中に広がり、柔らかなタンニンを感じる、フルボ
ディでエレガントな味わい。複雑でアロマティックな香りが持続します。コルヴィーナ・ヴェロネーゼ、ロンディネッラ、など
のブレンド。



 

国 地域 生産者名 画像

イタリア ピエモンテ
マルケージ・
ディ・バローロ

イタリア フリウリ イエルマン

イタリア ピエモンテ
ブルーノ・
ジャコーザ

イタリア ヴェネト イナマ

イタリア ピエモンテ ラ・スピネッタ

※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。

201９年　冬のリカーセレクション

No.040　イタリア著名生産者品種別　こだわり白ワイン5本セット

イタリアのワイナリーの中でも、〈マルケージディバローロ〉〈イエルマン〉〈ブルーノ
ジャコーザ〉など、世界的に名の知れたワイナリーの白ワインを品種別に5本セレクトしま

した。

商品名

ガヴィ ディ ガヴィ

「ガヴィの中のガヴィ」といわれる、地区を限定したコルテーゼ種の持つデリケートな香りとフレッシュな辛口で余韻も長いコ
クのある深い味わいです。

ヴィナーエ

北イタリアの白ワインの名手イエルマン。 華やかでエキゾチックな味わいの ワイナリーを代表する特別なワイン。

ロエロ　アルネイス　

イタリアワイン界の重鎮でロエロ・アルネイスのお手本と崇められるワイン。白い花、セージ、など複雑なアロマ。ボディはや
や細身だが、ミネラルの厚み、凝縮感のバランスが優れている。

ヴィニェーティ ディ フォスカリーノ ソアヴェ　クラッシコ

イタリア3大ソアヴェの生産者イナマのｿｱｳﾞｪ・クラシコ。セレクションした、オレンジになるまで完熟した単一畠のぶどうのみ
を使っています。色は濃い黄色。豊潤な、カモミール、ニワトコ、アイリスといった花の蜜の香り。味わいはふくよかでまろや
か、余韻には甘いアーモンドの香りを感じます。

ヴェルメンティーノ・トスカーナ

トスカーナの土着品種から、エレガントなワインを次々にリリースしている、ラ・スピネッタ・カサノーヴァから初めてリリー
スされた白ワインです。フルーツやフローラルな香りの後にミネラルが感じられ、キレのよい酸と後味が特徴です。



 

国 地域 生産者名 画像

イタリア ピエモンテ トラヴァリーニ

イタリア トスカーナ
フレスコバル
ディ

イタリア カンパーニア フェウディ･ディ･サン･グレゴリオ

※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。

201９年　冬のリカーセレクション

No.041　イタリア縦断D.O.C.G飲みくらべ赤ワイン３本セット

イタリア北部、中部、南部よりそれぞれ1本厳選した、飲みごたえのある赤ワインを３本
セットにしてご紹介。イタリア各地の赤ワインを厳選。ごゆっくりと、お飲みくらべながら
お愉しみ下さい。

ガッティナーラは、村名であり、イタリアの一番小さな原産地呼称地域のひとつでもあります。(100ha)そして、イタリアで最
古のDOCとDOCGが認定された地域のひとつです。（DOCは1967年、DOCGは1990年に認定）深いガーネット色。スパイ
スやミネラル感と共に、ベリー系の果実やプラム、更にはバニラやリコリスなどの魅力的な香りとほのかな酸味、豊かなボディ
が特徴。
熟成のポテンシャル：10-15年

ガッティナーラ

商品名

フレスコバルディ社のワインは、世界中のホテルチェーンや百貨店、空港の免税店やラウンジ、航空機内、クルーズ船、大都市
の一流レストランなどで取り扱いがあるイタリアTOPブランドの１つです。複雑でよく溶け合った香りには、黒胡椒、クローブ
等のスパイスや、タバコ、なめし皮や肉汁の香りが感じられ、ワインの熟成を感じさせます。柔らかいタンニンの感触が、長く
エレガントな余韻へと続きます。

土壌に敬意を示しながら最新テクノロジーと研究を駆使し、地元のブドウ品種にこだわった、カンパーニア州を代表するフェウ
ディ・ディ・サングレゴリオ社は、2013年イタリアソムリエ協会により「ベストワイナリー・オブ・ザ・イヤー」にも選出さ
れました。鮮明なルビー色。ワイルドチェリー、シナモン、ナツメグ、バニラ、アニスなどの香り。タンニンはまろやかで滑ら
か、アロマティックな芳香が長く続きます。

ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ・カステルジョコンド

タウラージ



 

国 地域 生産者名 画像

イタリア ピエモンテ
コーペラティ
ヴァ・フラ・プ
ロデュットーリ

イタリア ピエモンテ ボッシオ

イタリア トスカーナ カナリッキオ

※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。

バルバレスコ・エノビリア

スミレやイチゴのフレッシュな香り、味わいは厚みが有りながらフルーティでしなやかさも感じられ、余韻はとても滑らか。

ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ

酸とタンニンの調和が取れた豊かで個性的で構成のしっかりした味わいながら、とてもエレガントで奥行きの有る味わい。

201９年　冬のリカーセレクション

No.042　イタリア人気有名銘柄D.O.C.G.赤ワイン3本セット

イタリア赤ワインの最高峰D.O.C.G.格付けの中でも、一番人気のある3銘柄をセットにいた
しました。これからの季節にお愉しみいただくことができる品揃えです。

商品名

バローロ・リゼルヴァ・コルダーナ

ドライフラワーやスパイスなど開けたてから伝統的な製法で造られたバローロの良さを表現し、熟成感が有りながらまだまだ熟
成させられる若々しさも愉しめる。



 

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

チリ マイポ デ・マルティノ

ニュージー
ランド

マールボロ チャートン

南アフリカ スワートランド マリヌー

アルゼンチ
ン

メンドーサ
プレンタ・
エステイト

※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。

201９年　冬のリカーセレクション

No.043　南半球を知る！！　赤・白・スパークリングワイン　5本セット

英国の老舗ワイン商〈BB&R〉のマスター・オブ・ワインが、南半球の銘醸地からエレガント
なスタイルのワインを厳選しました。ニュージーランド・南アフリカ・地理・アルゼンチンの

現在をお愉しみください。

プレンタは、アルゼンチン最大のワイン企業「ペニャフロール」を売却したプレンタファミリーが、手元に残した一部の上質な畑を元
にワインを造るブティックワイナリー。このエクストラ・ブリュットは、ワイナリーが近年初めて造ったスパークリングで、シャルド
ネとピノ・ノワールを半量づつ使用。ナッツやりんご、赤果実のアロマが漂い、味わいもフレッシュでありながら複雑味がしっかりと
感じられます。

NV ラ・フロール、エクストラ・ブリュット

商品名

チリで土地の個性を出来る限り純粋な形で表現し、特色とバランスを兼ね備えたピュアなワインをつくり続け過去10年で、チリでもっ
ともダイナミックかつ進歩的なトップワイナリーとなったデ・マルティノ。LegadoとはLegacy（遺産）という意味で、ワイナリーが
長年に渡って世話をしてきた畑の、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。熟した柑橘とミネラルが感じられ、
味わいの力強さ、余韻の長さはもちろんのこと、個性と熟成のポテンシャルを秘めたワインです。

チャートンは、力強い香りと味わいを特徴とするマールボロのブドウに、ヨーロッパのファインワインの洗練と複雑味を結合しワイン
造りを行なっています。桃や杏、白い花のアロマを持った芳香豊かなアロマに、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。はつらつとしたミネラル感と長い余韻を持ったワインです。

レガード　シャルドネ、Ｄ.O　リマリ

マールボロ　ソーヴィニヨン・ブラン

国内外でも最も著名な南アフリカのワイナリーのひとつとなったマリヌー・ファミリー・ワインズ。この香り高いシラーはスパイシー
なシトラスフルーツの皮や上品な黒い果実、スミレやユリの花のような香りが楽しめます。エレガントで落ち着いた味わいながらとて
も豊かなボディと絹のように滑らかな舌触りが感じられ、生き生きとした酸とのバランスもとれています。余韻はとても長く、しなや
かなタンニンが楽しめます。

プレンタ・エステイトは、アルゼンチンの主要なワイン産地であるメンドーサ、アルト・アグレロに在り、恵まれた土壌を活かし、質
の高い優れたワインを生産しています。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。

シラー、スワートランド

エステイト　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
シャトーレ

ロックドプレ
ザンス

フランス ボルドー
シャトーラチュイ

ルリー

フランス ボルドー
シャトージャ

ロン
フランス ボルドー

シャトープリュド
モワンヌ

フランス ボルドー
シャトーオー
ダルザック

フランス
ボルドー

シューペリウー
ル

シャトー
イヨボーセジュー

ル

フランス ボルドー
シャトームー
ランドプルケ

フランス
ボルドー

シューペリウー
ル

シャトー
 ベルビュー
ファヴロー

フランス ボルドー
シャトーゴ

ベール
フランス ボルドー シャトーガロシェ

フランス ボルドー
シャトーバロ
ンデレピネ

フランス ボルドー
シャトーパス

デュー

※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。

輝く紫色、ブラックカラントや樽に由来するバニラのような香り 輝くガーネット色、新鮮なフルーツのアロマと力強く爆発するようなバニラの香り

シャトーレロックドプレザンス2017 シャトーラチュイルリー2016

2019年　冬のリカーセレクション

No.044　金賞受賞ボルドー赤ワイン12本セット

当たり年と言われる2014年と2015年も、そろそろ熟成感がある飲み頃ワインに。飲み口が重めのものから、まだまだ若々しい味わいの2016年や
2017年まで入った大人気の12本セットです。

商品名 商品名

濃く鮮やかなガーネットをおびたルビー色、熟した赤い果実とスパイスの香りとブラックカラント
とプラムの香り

深く濃い赤い色、赤果実の香り

シャトー・ジャロン2016 シャトープリュドモワンヌ2015

美しい赤の色に森とフルーツのバランスが取れた香り 美しい深紅色のドレスを持ち、 パープルとブラックカラントの香り、熟したイチゴの香り

シャトーオーダルザック2016 シャトーイヨボーセジュール2014

ガーネットがかった美しい赤色、紫色のフルーツの香り 美しいガーネット色、力強く複雑な木質の香り

シャトームーランドプルケ2016 シャトー ベルビュー ファヴロー2016

美しく鮮やかなガーネット色、スパイスと赤果実の香り 深いルビー色、ブラックベリーとワイルドベリーのアロマと黒果実の香り

シャトーゴベール2016 シャトーガロシェ2016

青みを帯びた美しいガーネット色、赤果実とリコリスのスパイシーな香り 奥行きのある輝くようなダークカラー、ブラックチェリーなどの 黒果実、フローラルな香り

シャトーバロンデレピネ2015 シャトーパスデュー2016



 

国 地域 生産者名 画像

チリ
カサブラン
カ・ヴァレー

ベンティスケー
ロ

アメリカ カルフォルニア
フランシス・
コッポラ

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 フェヴレ

フランス ラングドック
ドメーヌ・ド・
ラ　・モット

※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。

ブルゴーニュ　ピノノワール

ブルゴーニュに140haを所有する大ドメーヌであるフェヴレがつくるベーシックワイン。香り豊かでバランスが良く、チャーミ
ングな赤ワインです。

ピノ・ノワール　I.G.P.　ペイ・ドック

代々受け継がれてきた単一畑で、素晴らしい畑で自然栽培で行う生産者。シルキーなタンニンと豊潤な果実味、上品な酸のエレ
ガントな味わいです。

ダイヤモンド・コレクション　ピノ・ノワール モントレー

ゴッド・ファーザーなどの映画監督として有名な映画界の巨匠、フランシス・コッポラ監督のワイナリーが造る、品種の個性を
十分に表現した複雑味のある高品質なワインです。

ブルゴーニュ　ピノ・ノワール

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。

201９年　冬のリカーセレクション

No.0４５　フランス・アメリカ・チリ　ピノ・ノワール赤ワイン飲み比べ５本セット

人気のブルゴーニュ地方や注目のカルフォルニアなど、新旧世界からピノ・ノワールだけで
造られたワインをセレクトしました。＜ルイ・ジャド＞やフランシス・コッポラ監督のワイ

ンなど有名銘柄が入ったセットです。

商品名

ピノノワール・グレイ

畑は太平洋から5キロしか離れておらず、南向きの20度の斜面に南北に広がっている。口中では、ジューシーな黒い果実の味わ
いと、バランスのよい酸が、ソフトなタンニンに支えられています。



 

国 地域 生産者名 画像

フランス ブルゴーニュ ギイ・ロバン

フランス ブルゴーニュ
ドメーヌ・ドルー
アン・ヴォードン

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 ビヨー・シモン

※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
よい余韻です。

シャブリ

200年の歴史を誇るドメーヌ・ビヨー・シモン。ヴィンヤードからセラーまで、一切の妥協なく、高い献身性と技術力ととも
に、素晴らしいシャブリワインを生み出し続けています。フレッシュでミネラルと果実味がバランスが良いシャブリです。

シャブリ

名門ドルーアン家の上質シャブリ。フレッシュ感溢れるアロマ、ミネラル感と上品な酸のバランスのいい逸品です。

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。

201９年　冬のリカーセレクション

No.0４６　人気銘柄シャブリ飲み比べ白ワイン５本セット

ブルゴーニュの人気白ワインであるシャブリの中から生産者別に厳選した５本セットです。
同じシャブリでも造り手によって異なるさまざまな味わいの飲み比べをお愉しみください。

商品名

シャブリ　ヴィエイユ　ヴィーニュ

老舗シャブリ生産者が手掛ける栽培にこだわり抜いたナチュラルシャブリ。繊細で酸と果実のバランスが良い旨みのあるシャブ
リです。ミネラルを感じる骨格が余韻にまで広がります。



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
ンツェノーネ

フランス ボルドー メドック イタリア ヴェネト
カンティーナ・
ヴァルパンテーナ

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

フランス
コートデュ
ローヌ

レミー・フェ
ブラ

スペイン カタルーニャ セジェ・ウニオ

イタリア トスカーナ
アジェンダ・
ウッジャーノ

イタリア ヴェネト
カンティー
ナ・ヴァルパ
ンテーナ

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

メルロー

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

キアンティ・トッレクエルチェ

フルーティーかつ複雑なブーケと、チェリーを思わせるノート。スムースでベルベットのような口
当たりで、アフターは比較的長め。ワインコンクールにおいても数多くの受賞歴を持つ。

コスティエール・ド・ニーム・セラベル クロス・デル・ピニェル・ネグレ

美しい深い赤紫の色合い。ベリー系の果実味にスパイシーなブーケ。穏やかなタンニン。ふくよか
でコクがありバランスの良いタイプ。

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。

カベルネ・ソーヴィニヨン・ヴァン・ド・フランス ダイロ・モンサン・クリアンサ

熟した葡萄のみを選出して使用。シンプルかつフルーティーでとてもしなやかで飲みやすい。食事
に合わせる際には際立ってくれる。

輝きのあるチェリー色、よく熟した赤いフルーツ、オークフレーバー、ミネラル、甘いタンニンのバランスが
心地よい。

シャトー・レ・カレガード コルヴィーナ

煮詰めたラズベリー、黒スグリの香り。シルキーでスムーズな口当たりと厚みが有りながら滑らか
で長く心地良い余韻。

黒砂糖やプラムの様な香り。軽い口当たりで酸味と優しいタンニン。バランスの良い味わい。ブドウ本来の個
性を表現した、シンプルながら個性の光る味わいが特徴。

201９年　冬のリカーセレクション

No.047　旧世界赤ワイン満喫10本セット

名生産地ブルゴーニュやボルドーのメドック、キアンティなど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を集めた飲みくらべセットです。

商品名 商品名

ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ボーヌ モリーゼ・ロッソ

やさしい口当りでタンニンも滑らかな印象。新鮮な果実味と酸味が感じられ、少しスパイシーな余
韻を持つブルゴーニュ。

1時間前の抜栓により、より華やかで熟した果実の香りが広がり、キャラクターの輪郭がはっきりする。



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
ンツェノーネ

フランス 南西地方
ドメーヌ・
ド・シルレ

スペイン カタルーニャ パルシェット

フランス
ラングドッ

ク
フランソワ・
ラベ

スペイン カタルーニャ セジェ・ウニオ

フランス -
フランソワ・
ラ・ピエール

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 ヴェネト
コッリ・ヴィ
チェンツィー
ニ

イタリア ヴェネト
カンティー
ナ・ヴァルパ
ンテーナ

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

ピノグリージョ

きれいな麦わら色。グレープフルーツ、青りんごなどの溌剌としたフレッシュフルーツの香り。味
わいはさわやかでバランスがよい。

ピノ・ビアンコ・ヴィチェンツァ

輝くライムグリーン。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。

シャルドネ・ヴァン・ド・フランス ヴィーニョ・ヴェルデ・アルヴァリーニョ

熟した葡萄のみを選出して使用。クリーンでクリスピーな味わい。様々な料理に合わせやすく、飲
みやすい辛口。

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。国際コンクー
ルでも評価が高く数々の賞を受賞している、トップクオリティのヴィーニョ・ヴェルデ。

ラベ・ソーヴィニヨン・ブラン・ヴァン・ド・ペイ・ドック クロス・デル・ピニェル・ガルナッチャ・ブランカ

華やかなトロピカルフルーツ香が出ていて、爽やかな酸をもつ南仏のソーヴィニョン。
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。

ジャヴァ・ヴァン・ド・ペイ・デ・コート・ド・ガスコーニュ テッラ・デ・パウ・ブランコ

品種から来るの独特の華やかな香、まろやかな口当たりが特徴的。ブドウからダイレクトに来る華
やかな香り。

オレンジピール、グレープフルーツを思わせる心地良い酸味とフルーティな果実味を持つ辛口。

201９年　冬のリカーセレクション

No.048　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・ポルトガルのさまざまな地域からヨーロッパ各地に思いを馳せるのに最適な、バランスの良い辛口の白ワインを集めた
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・シャルドネ・テッレ・デリ・オーシ

上品にバランスの取れたブルゴーニュ。レモン、グレープフルーツなどのわかり易い柑橘系。甲殻
類、エスカルゴなどと好相性。

パイナップルや洋ナシの香り。フルーティーな口当たり。まろやかさのある酸味で飲みやすい辛口。



国 地域 生産者名 画像 国 地域 生産者名 画像

スペイン
カスティー
リャ・ラ・
マンチャ

レアル・コン
パニーア・
デ・ビノス

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

フランス
ラングドッ
ク＆ルーシ

ヨン

ドメーヌ・
ポール・マス

スペイン
カスティー

リャ・ラ・マン
チャ

コオペラティーバ・
アグラリア・サン
タ・キテリア

チリ
セントラ
ル・ヴァ
レー

ビカール 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

ブティノ・サ
ウスアフリカ

チリ
セントラル・
ヴァレー

ビニェードス・エ
ラスリス・オバ

リェ

イタリア マルケ
カンティー
ネ・アウロー

ラ

アルゼンチ
ン

サン・ファン ボデガス・カリア

イタリア プーリア
トッレヴェン

ト
南アフリカ

ウエスタン・
ケープ

ザ・フェア・ヴァ
レー・ワインカン

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。

ヴェント　ロッソ　Ｐ　トッレヴェント フェアヴァレー　ピノタージュ

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

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。

エラ　サンジョヴェーゼ　オーガニック アルタ　マルベック

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。

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。

ケープ・ハイツ　シラーズ パヌール　カルメネール

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。

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。

デル・スール　メルロー　レセルバ シンフォニア　テンプラニーリョ

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。

品種の特徴を余すところなく表現したシンフォニア。ラズベリーや桑の実などの赤果実の芳醇な香りと、
果実の凝縮した旨味ときれいな酸を感じるバランスの良い赤ワインです。

レ・タンヌ　オクシタン　ピノ・ノワール イゲルエラ　赤

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。

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。

201９年　冬のリカーセレクション

No.049　代表的12品種モノ・セパージュ赤ワイン12本セット

単一品種で造られるモノ・セパージュの赤ワインセットをご紹介。
国際品種はもちろん、サンジョヴェーゼ、テンプラニーリョなど各国の代表品種も入ったセットです。

商品名 商品名

レアレス・ビニェードス　カベルネ・ソーヴィニヨン ドモード　モンテプルチアーノ・ダブルッツォ

豊富な太陽を浴びて育ったスペインのカベルネ・ソーヴィニヨンは、凝縮した果実味と熟したタン
ニンの心地良さが特徴です。飲みやすくデイリーに楽しむのにお勧めです。

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。



国 地域 生産者名 画像 国 地域 生産者名 画像

チリ
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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。

オーカ　シュナン・ブラン ザ・スプリングス　リースリング

南アフリカの高級ワイン産地ステレンボッシュとパールの両地区にまたがるワイナリー。パパイヤ
等トロピカル・フルーツのアロマと新鮮ではじけるような舌触りを持つワインです。

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。

ケープ・ハイツ　ヴィオニエ ピノ・グリージョ　オーガニック

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。

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。

ロチェーノ　グレカニコ フェウド・アランチョ　インツォリア

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。

白い花やミネラルの香り。レモンのようなキリっとした酸と、洋ナシやメロンを想わせる果実味が豊かで、夏
野菜のような瑞々しさが素晴らしい白ワインです。

シンフォニア　ベルデホ エラ　グリッロ　オーガニック

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。

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。

デル・スール　ソーヴィニヨン・ブラン ドモード　トレッビアーノ・ダブルッツォ

グレープフルーツやオレンジの新鮮なアロマとハーブやアスパラガスを想わせる複雑な香りが美し
いハーモニーを奏でます。クリスピーな酸が爽快感を与えてくれる爽やかな白ワインです。

アブルッツォの太陽をたっぷり浴びた完熟ワイン。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。

201９年　冬のリカーセレクション

No.050　代表的12品種モノ・セパージュ白ワイン12本セット

単一品種のみで造られたモノ・セパージュの白ワイン豪華12本セット。
国際品種から、南アフリカのシュナン・ブランといった有名な土着品種まで幅広いラインナップを揃えました。

商品名 商品名

パヌール　シャルドネ デル・スール　ゲヴュルツトラミネール　レセルバ

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。

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。



画像 画像

※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　冬のリカーセレクション

NO.051 世界のカベルネ・ソーヴィニョン飲みくらべ　赤ワイン10本セット

濃厚な味わいが人気！世界の銘醸地で造られるカベルネ・ソーヴィニョン種の産地飲みくらべを楽しめるセットです。10本セットで心ゆくまでご堪能
下さい。

国/地域 生産者名 国/地域 生産者名

ヴァイオレットを帯びた鮮やかな深紫色。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。

ヘーゼルナッツとチョコレートの風味、カシス、ブラックチェリーのアロマとフレーバーが複雑に混ざり
合った上質な出来上がり。上品で深みのあるタンニンを含み、力強く、凝縮されたワインです。

赤身肉、牛肉、ローストビーフ、青カビ系チーズと合います。

アメリカ/カリフォルニア
シーリッジワイナリー
シーリッジ　カベルネ・ソーヴィニヨン

フランス/ラングドック=ルー
ション

ソーヴィニュロン
ヴィーニュ・ドック　カベルネ・ソーヴィニヨン

カシス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。

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。

ブルガリア/トラキア
テリッシュ
テリッシュ　カベルネ・ソーヴィニヨン

チリ/マウレヴァレー
VDアギーレ
リコ・デル・ムンド　カベルネ・ソーヴィニヨン　レセルバ

ガーネット色。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、バランスに優れたワイン。

アジアワイントロフィー2015 金賞、サクラアワード2019 シルバー受賞！)
ブラックベリーや熟したプラムの香りに、ほのかにバニラ、スパイスのアクセント。口当たりは柔らか

く、黒系果実の豊かな味わいと心地よい酸味、タンニンの余韻を楽しめるバランスの取れた味わいの赤ワ
イン。

イタリア/ヴェネト
ピローヴァノ
コレッツィオーネ　カベルネ　アパッシーテ

スペイン/ラ・マンチャ
ハメケン・セラーズ
ミラーダ　カベルネ・ソーヴィニヨン

サクラアワード2019 シルバー、ベルリン・ワイン・トロフィー　ゴールドメダル受賞！
カシス、ブラックチェリーなど黒系果実の熟れた香りに、ドライフルーツ、コーヒー、甘いスパイス
などの香りが広がりスモーキー。口当たりは柔らかくふくよか。濃縮した果実味に丸味のある酸味と

タンニンの余韻が続くボリューム感溢れる味わいの1本。

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。

チリ/アコンカグアヴァレー
サン・エステバン
VSE　クラシック　カベルネ・ソーヴィニヨン

アメリカ/カリフォルニア
コースタルリッジ・ワイナリー
コースタル・リッジ　カベルネ・ソーヴィニヨン

ブルガリア/トラキア
カストラルブラ
クラシック　カベルネ・ソーヴィニヨン＆シラー

南アフリカ/ウエスタンケー
プ

オーバーヘックス
ケープ・チーター　カベルネ・メルロー

甘味のあるブラックベリーやダークチョコレート、ミネラルが感じられるジューシーで深みのある香
り。丸みのあるバランスのとれたミディアムボディ。熟したタンニンと程よい酸味、焼きプラムの後

味が楽しめる。

美しく輝く濃いガーネット。熟したベリーやナッツの香り。 口当たりは柔らかく、果実の甘みが感じられ
る。大変飲みやすく、バランスの良い赤ワイン。売上の一部が南アフリカの野生動物保護団体に寄付され

ます。ラベルには隠れハートが！



画像 画像

　

※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/ヴェネト
ピローヴァノ
コレッツィオーネ　ピノ・ネロ

チリ/マウレヴァレー
VDアギーレ
リコ・デル・ムンド ピノ・ノワール レセルバ

クランベリー、ラズベリー、ブラックベリーなどのチャーミングな香りに、開いてくるとクローブ系
のスパイス、紅茶葉などの香りも広がりやや複雑。口当たりは柔らかく、程よい厚みのある果実味に

滑らかな酸味と塩味が続き、余韻に感じられるタンニンが調和したしなやかな味わいです。

イチゴ、やさしいスモーク、スパイスの特徴とトーストの柔らかい香りを併せ持つ上品なワイン。程良い
酸味があり、完熟果実とオークが混ざり合い、最高の後味をもたらします。スモークしたお料理、グリー

ンサラダ、きのこ、鶏肉、ソフトチーズと良く合います。

熟れたストロベリーやチェリー、ブルーベリーなど赤と黒系果実の香り。ややスパイシーで、ミネラ
ル、マッシュルーム、オークなどのアロマが広がる。口当たりは柔らかく、程良い果実味にチャーミ

ングな酸味と余韻に続く細かなタンニン、スパイスが心地良い、柔らかさのある味わい。

サクラアワード・ゴールドを2年連続受賞！
ブラックチェリー、ストロベリー、プラムなどのフルーティなアロマ。口当たりは柔らかく、熟した赤系

果実の味わいにスパイス、心地よい酸味の余韻を持つバランスの取れた赤ワイン。

チリ/セントラルヴァレー
VDアギーレ
ルナ・ジェナ　ピノ・ノワール

フランス/ラングドック=ルー
ション

LGI
エスカル　ピノ・ノワール

ダークチェリーを想わせる甘く豊かな香りに、ブラックチェリー、ラズベリーなどのフレッシュな香
りが続き、ほのかにメントール、ペッパー、バニラのニュアンスが広がる。口当たりはまろやかで芳
醇。豊かな果実味にスパイス感を伴い、余韻に続くチャーミングな酸とシルキーなタンニンの調和が

取れた、心地よい味わいのワイン。

太陽の恩恵を感じる南仏ワイン。ブラックチェリーやブラックベリーを想わせる豊かな香り。ふくよかな
甘い口当たりと心地よい余韻の残る果実味、豊かなピノ・ノワール。

フランス/ブルゴーニュ
ドメーヌ・マレショード
ブルゴーニュ　ピノ・ノワール　ヴィエイユ・ヴィーニュ

アメリカ/カリフォルニア
コースタルリッジ・ワイナリー
コースタルリッジ　ピノ・ノワール

赤系果実の甘酸っぱい香りやベリー類の甘い香りにスパイスのアクセント。全体的にフレッシュなが
らも、程よく熟れた果実の印象。口当たりは柔らかくフレッシュ。余韻に心地良い酸味とタンニンが

続く、親しみやすい味わい。

原点回帰！ドイツはナーエのピノ・ノワール100％。黒スグリやチェリーのアロマ。ブラックペッパー、
マッシュルーム、オレンジピールの香りにまろやかなタンニン。ベルベッティな口当たりで余韻が長い。

エレガントな口当たりは日本食との相性もばっちり。

南アフリカ/ウエスタン・ケー
プ

オーバーヘックス
バランス　ワインメーカーズ・セレクション　ピノ・ノワール

チリ/アコンカグアヴァレー
サン・エステバン
VSE　ファミリー・リゼルヴ　ピノ・ノワール

ミケランジェロ・インターナショナル・ワイン＆スピリッツアワード ダブルゴールド（V2016）、
ウルトラ・バリューワインチャレンジ2015ゴールド（V2016）など、数々の賞を受賞！味わいは
ストロベリー、甘味のある赤いフルーツ、スパイス。余韻には、ほのかなタンニンの苦味が心地よい

1本。

ダークチェリーなどの熟した赤系果実の香りに、紅茶、ハーブ、ミントなどのニュアンスを持つフレッ
シュでフルーティな香り。口当たりは柔らかくおだやか。熟した赤系果実の程よいボリューム感、チャー

ミングな酸とスパイスの余韻を持つ、冷涼気候の特性を感じる赤ワイン。

アメリカ/カリフォルニア
シーリッジ・ワイナリー
シーリッジ　ピノ・ノワール

ドイツ/ナーエ
ジョセフ・ドラーテン
ピノ・ノワール　ナーエ

201９年　冬のリカーセレクション

NO.052　世界のピノ・ノワール飲みくらべ　赤ワイン10本セット

エレガントでやさしい味わいが世界を魅了する、赤ワインの人気品種ピノ・ノワール。ピノ・ノワール好きは垂涎間違いなしの飲みくらべ10本セット
をお愉しみください。

国/地域 生産者名 国/地域 生産者名



画像 画像

※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。

チリ/アコンカグアヴァレー
サン・エステバン
VSE　クラシック　シャルドネ

アメリカ/カリフォルニア
コースタルリッジ・ワイナリー
コースタルリッジ　シャルドネ

明るい淡い黄色。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。

輝きのある緑がかった黄色。熟した白い果実にオーク、バニラ、ジンジャーなどのトロピカルな香り。豊
潤な味わいでバターやスパイスのアクセントと香ばしさを感じる、ふくよかな味わいの白ワイン。

グレープフルーツ、若いパイナップルのようなフルーティーな香りにほのかにミネラルのアロマを感
じる。豊かな果実味になめらかな酸、わずかに感じる苦みとの調和が取れたワイン。動物性由来のも

のを添加していない、ビーガンフレンドリーワイン。

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。

フランス/ラングドック=ルー
ション

ソーヴィニュロン
アンリ・ノルドック　シャルドネ

イタリア/シチリア
フィッリアート
ブランチフォルティ　シャルドネ

柑橘系フルーツ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シャルドネです。

薄緑がかった麦わら黄色で、草原の花の香りや甘い洋ナシの香り。心地よい酸味もある、フルーティで爽
やかな味わい。コストパフォーマンスに優れるワイン。

イタリア/VdI
スガルッツィ
スガルッツィ・ルイージ　シャルドネ・オーガニック

アメリカ/カリフォルニア
シーリッジ・ワイナリー
シーリッジ　シャルドネ

アーモンドやパイナップル、そしてバニラの特徴も併せ持つ芳醇なアロマとフレーバー。バランスが
良く、クリーミーでやわらか。余韻が長く、フレッシュな調和が感じられる。

魚料理、シーフード、クリーム系のパスタ料理と好相性。

アプリコットやメロンを想わせるトロピカルなアロマに、シトラスフルーツ、バニラ、ミネラルの香りが
広がる。口当たりは柔らかく滑らか。豊かな果実味に穏やかな酸味が溶け込み、余韻に続く苦味が特徴の

バランスの取れた味わいです。

オーストラリア/南オースト
ラリア

ソーン・クラーク
ミルトンパーク シャルドネ

南アフリカ/ウエスタンケー
プ

オーバーヘックス
バランス　ワインメーカーズ・セレクション　シャルドネ

オーストラリアのシャルドネらしい、フルーティでハーブのような清涼感が楽しめる、南オーストラ
リアワイン入門編におすすめの白ワインです。メロンやシトラスなどエレガントな香りと、オークや
ローストしたナッツのニュアンスも合わせ持っています。桃やパインを想わせる豊かな果実味はボ

リューム感もあり、飲みやすく余韻の長い芳醇な白ワインに仕上がっています。

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。

チリ/マウレヴァレー
VDアギーレ
リコ・デル・ムンド　シャルドネ　レセルバ

フランス/ラングドック=ルー
ション

LGI
エスカル　シャルドネ

201９年　冬のリカーセレクション

NO.053　世界のシャルドネ飲みくらべ　白ワイン10本セット

高級品種としても知られるシャルドネ種は土地や生産者によって味わいがガラッと変わることで有名な品種。世界の銘醸地で造られるその味わいの違
いを存分にご堪能いただけるセットです。

国/地域 生産者名 国/地域 生産者名



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・

ブリオ
イタリア シチリア

コンテ・ディ・
カンピアーノ

フランス ボルドー
シャトー・

フォンガバン
スペイン ラ・マンチャ ムレダ

フランス ラングドック
シャトー・

ド・ヴァルコ
ンブ

オーストラ
リア

南オーストラリ
ア

アンゴーヴ

イタリア
エミリア・
ロマーニャ

コンテ・
ディ・カンピ

アーノ
チリ ぺウモ

ヴィーニャ・ラ・
ローサ

イタリア プーリア コントリ
アルゼンチ
ン

メンドーサ ヴィニテラ

※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。

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

樽熟成によるまろやかなタンニン、凝縮した果実味、飲みごたえのある南イタリアワインです。シチリア伝統
の文様がデザインされたお洒落なラベルが特徴です。

シャトー・ブリオ Why not?　ネロ・ダヴォラ / シラー　リゼルバ

201９年　冬のリカーセレクション

No.054　世界の濃厚・フルボディ赤ワイン10本セット

ヨーロッパの伝統国を中心に世界のフルボディ・赤ワインを飲みくらべいただける充実のワインセットです。
まろやかな口当たりと濃厚な味わいを冬の夜長にお愉しみください。

商品名 商品名

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

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

シャトー・フォンガバン オーガニック・カベルネ・ソービニヨン

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

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

トラディション チョークヒルブルー・シラーズ/カベルネ

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

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

サンジョヴェーゼ・ルビコーネ ラ・パルマ　カベルネ・ソービニヨン

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

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

アパッシメント・ネグロアマーロ テラ カベルネ・ソービニヨン



 

国 地域 生産者名 画像

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 ルイ・ジャド

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 ルイ・ジャド

フランス ブルゴーニュ ルイ・ジャド

※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。

201９年　冬のリカーセレクション

No.055　＜ルイ・ジャド＞ブルゴーニュ地方　ＡＯＣ格付け白ワイン５本セット

日本限定ワインを含む、ブルゴーニュのテロワールとともに生きるおすすめの
<ルイ・ジャド>を5本セットにしました。

商品名

ソンジュ・ド・バッカス　ブルゴーニュ　シャルドネ

いきいきとした酸とミネラル、白い花やフルーツを思わせる瑞々しく芳醇な香りと味わいが広がります。日本限定品

マコン・ヴィラージュ　グランジュ・マニアン

辛口で飲みやすく、花の香りがほのかに感じられるフルーティーなワインです。若いときには軽く冷やして飲む事をおすすめし
ます。

スティール・シャルドネ

白い花、シトラス、マンダリンオレンジ、桃、リンゴを思わせる、いきいきとしたフルーティーなアロマが感じられます。気分
をリフレッシュしてくれるような、爽快な味わいです。

コトー・ブルギニョン　ブラン

輝きのある淡いイエロー。白い花、蜂蜜、フレッシュなフルーツ、かすかにドライハーブの香り。味わいはいきいきとしたエネ
ルギーが感じられ、フレッシュなヘーゼルナッツ、白い花、白胡椒のニュアンスです。

ボージョレ・ブラン　グラン・クロ・ド・ロワズ　シャトー・デ・ジャック

きりっとしたミネラル感とグレープフルーツのようなフレッシュな香り。さわやかで繊細な味わいが印象的な白ワインです。



 

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。

201９年　冬のリカーセレクション

No.056　フランスボルドー地方、良年　バックヴィンテージ6本セット

フランスの銘醸地、ボルドー。グレートヴィンテージと謳われる20年熟成の2000年を含
む、2009年、2010年のバックヴィンテージ、シャトー別の6本セットです。

商品名

シャトー　ド　ヴァレントン　カンテルー　2010年

色調は輝きのある赤色がかったガーネット色。香りは赤い果実や黒い果実などが主体でバランスが良
いワインです。

シャトー　ヴィエラ　2010年

色調は輝きのあるガーネット色。アロマはカシスなどの赤い果実香やペッパーなどのエピス香です。
味わいは豊かなアロマが口の中に広がり、柔らかいタンニンを感じます。

シャトー　ラ　クロワ　ボノー2010年

色調は赤紫色がかったルビー色。香りはフランボワーズなどの果実香とほのかなエピス香も感じま
す。味わいは滑らかなタンニンを感じる典型的なボルドーワインです。

シャトー　サンニコラ　2000年

輝きのあるプラム色、新鮮な果実の上品な香りが感じられます。口当たりはきめが細かく滑らかで、
フルーツと木樽の混ざり合った繊細な香りが楽しめます。いきいきとして、骨格のしっかりしたワイ
ンです。

シャトー　デュ　グラヴァ　2009年

色調は赤色がかったルビー色。香りはフランボワーズやブラックベリーなどの果実香が主体です。味
わいは柔らかいアタックを感じ、豊かな果実香が口の中に広がります。

シャトー　ラ　ロッシュ　ベレール2009年

赤紫色がかったルビー色。香りはフランボワーズなどの赤い果実香が主体でほんのりと香ばしい香り
も感じます。味わいはやわらかいアタックとタンニンを感じるワインです。



 

国 地域 生産者名 画像

イタリア ピエモンテ州
サン シルベスト
ロ

イタリア ピエモンテ州 トーゾ

イタリア ヴェネト州
テッレ ディ ヴェ
ローナ

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
カステッロ・
ディ・ヴェラッ
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　冬のリカーセレクション

No.057　イタリア北、中、南縦断！DOCG格付け　芳醇赤ワイン5本セット

イタリアを代表する北部、中部、南部の各銘醸地より選りすぐりの
格付けD.O.C.G.を集めた芳醇な赤ワインのセットです。

商品名

バローロ パトレス

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

バルバレスコ マルネ フォルティ   

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

アマローネ デラ ヴァルポリッチェラ

収穫後約100日かけて棚乾燥させた果実を使用し、3年間樽熟成させる凝縮したルビー色。桑やマラスカチェリーのコンポート
の濃密な香りに引き続いて立ち昇る、黒コショウ、セージ、皮革の深い香り。独特の甘みと苦みを伴う、濃厚なフルボディ。

タウラージ イッサーラ テッレ デル プリンチパト

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

ナヴィガトーレ　キャンティ・クラシコ　BIO

確固たる地位と名声を築いているトップワイナリーの一つ。キアンティ・クラシコ伝統派の重鎮と呼ぶに相応しい歴史、評価、
ブランド力を有する稀有な生産者。ヴィーノ・ビオロジコ認証のオーガニックワイン。バランスがよく、フレッシュさと果実味
を感じる食中にも楽しめる赤ワイン。



国 地域 生産者名 画像

ドイツ フランケン ゾンメラッハー

ドイツ ファルツ ホーニッヒゼッケル

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 ユルゲン・ライナー

※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　冬のリカーセレクション

No.058　【モノセパージュ】トレンド品種を楽しむ！
ドイツ産辛口白ワイン5本セット

今注目の冷涼産地ドイツのトレンド主要品種のモノセパージュを愉しむ、辛口白ワイン5本
セットです。ドイツならではの職人気質の生産者が、丁寧に栽培し醸した少量生産のワイン

をセレクトしました。

フランケンのジルヴァーナは土のワインとも言われ、滋味と旨味が感じられる果実味を抑えた造り。柑橘類やハーブのような優
しい香りがあるが、後味はしっかりドライ。口の中に甘みが居座らないため、次々と杯が進むワイン。和食との相性も抜群！

ゾンメラッハー　ジルヴァーナー

商品名

ピノ・ノワール100％で造られた中辛口の白ワイン。ステンレスタンクでの熟成。ほんの少し皮からの色素が出ており、オレン
ジがかっている。黒ぶどう由来のチェリーのような果実味を持つ少しふくよか様感じられる白ワイン。

シャープな酸とカチッとしたミネラル、果実味がバランスの良い辛口リースリング。ラインガウの３つの村の比較的緩やかな斜
面の畑からとれたぶどうを使用。ステンレスタンクでの熟成。ワイン名は「野生」を表し、野性的な果実味と酸とミネラルが由
来。リースリングシリーズのベーシッククラス。

ファルツ　ブラン・ド・ノワール

ブロイヤー　「ソヴァージュ」リースリング

ドイツの最南端、温暖なバーデン産のピノ・ブラン。しっかりと熟したぶどうを思わせる果実味、ピノ・ブランらしい滑らかさ
と、上質な酸が魅力。ステンレスタンクでの熟成。ヴァスマーさんは地域一番のアスパラ生産者でもあります。

黄土、粘土などの重ための土壌にほんの少しの石灰岩の混じった区画のピノ・グリを使用。ステンレスタンクでの熟成。品種の
キャラクターを感じる、ほんの少しの苦み、まろやかな飲み口と果実味、上品な酸。温度が上がるにつれて旨みも広がる。「ハ
ンドヴェルク」は手作業の意。

ヴァスマー　ヴァイサーブルグンダー

ライナー　グラウアー・ブルグンダー「ハンドヴェルク」



国 地域 生産者名 画像 国 地域 生産者名 画像

フランス
ロゼダン
ジュ

ドメーヌ
デイリス

フランス
コートデュロー

ヌ
ヴィノーブルカン

パニ

フランス
ロゼドロ
ワール

ヴェッソンロワ フランス ボルドー
シャトーベルシュ

トー

フランス
コートデュ
ローヌ

ドメーヌ
デヴィレシェ

フランス ボルドー シャトールフォー

フランス
コスティ
エールド
ニーム

シャトー
デソス

フランス ボルドー シャトーペレン

フランス リュベロン マレノン

フランス ボルドー
シャトー

クルーゾン

」※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。

シャトークルーゾン2017

淡いピンク、柑橘類とエキゾチックなフルーツの香り、白い果物、ライチなども

ロゼフィーヌ2017

かがやきのあるサーモンピンク、小粒の赤果実の香りと、グレープフルーツなどのシトラス系の香
りが自然にミックスされた若々しい香り

シャトーデソス2018 シャトーペレン2018

淡いピンク、ホワイトピーチやシトラスの香り フレッシュフル－ティな香り、わずかに微発泡

シャトーデヴィレシェ　2018 シャトールフォー2018

淡いピンク、 新鮮な果物の香り フレッシュフル－つのアロマ、わずかに微発泡

201９年　冬のリカーセレクション

No.059　フランスロゼワイン10本セット

フランスのワイン名産地、ロワール、ボルドーなど各地からロゼワインを集めました。最近白では物足りない、赤だと重すぎる、そんなワイン通のあなた
におすすめの飲みくらべセットです。

商品名 商品名

ドメーヌデイリス2018 レコンベール2018

輝きのあるラズベリーピンク、ピーチやチェリー系の香りとバナナやストロベリー系の香り 鮮やかなピンク色、花やフルーツの香り

ヴェッソンロワ2018 シャトーベルシュトー2017

ラズベリーピンク、力強い熟した小粒の赤果実の香り すこしオレンジがかったピンク色、少し熟した果実のフルーティな香り



 

国 地域 生産者名 画像

フランス シャンパーニュ ゾエミ･ド･スーザ

フランス
コート・デュ・

ローヌ
ポール･ジャブレ･エネ

フランス 南西地方
ドメーヌ・アラ
ン・ブリュモン

イタリア プーリア州 トゥルッリ

スペイン リオハ クネ

※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。

201９年　冬のリカーセレクション

No.060　華やかロゼ・ロゼスパークリングワイン5本セット

華やかな色合い、フレッシュと爽やかさに溢れる欧州3カ国のロゼワイ
ンをお買い得な5本セットにしました。目玉商品のロゼ・シャンパー

ニュは女性醸造家の手掛けるエレガントで気品のある味わいに仕上がっ
ています。

商品名

ロゼ･ブリュット ディスタンゲ

きめ細かい泡立ち。「気品」という名の通り、エレガントな味わい、柔らかで芳醇、バランス
に優れ長い余韻を愉しめます。

コート･デュ･ローヌ パラレル 45 ビオ ロゼ

明るいピンク、赤い小さな果実やフレッシュな柑橘系のアロマ、フルーティで柔らかくエレガ
ントでバランスに優れた味わいです。

ガスコーニュ ロゼ

伝統品種(タナ)の個性が光る、見た目も味わいも華やかなロゼワインです。

プリミティーヴォ サレント ロザート IGP

透明に輝く美しいコーラルピンク。新鮮なイチゴなどの果実をぎゅっと詰め込んだような愛ら
しい果実味、ミネラルのニュアンスが絶妙なバランスを織りなします。

ロサード

テンプラニーリョの特徴が色濃く表れ、エレガントな赤い果実味に溢れます。なめらかで、ほ
ど良い酸味のバランスのよい味わいです。



国 地域 生産者名 画像 国 地域 生産者名 画像

フランス -
クリテール・ブ
リュット・ド・
ブリュット

チリ
セントラル・
ヴァレー

ビーニャ・バル
ディビエソ

フランス
ラングドッ
ク＆ルーシ

ヨン

ドメーヌ・
ポール・マス

南アフリカ
ウエスタン・

ケープ
グラハム・ベック

ワインズ

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

アルゼンチ
ン

メンドーサ
ボデガ・ナバ
ロ・コレアス

スペイン
カタルー
ニャ

アルティー
ガ・フステル

※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。

ダミア　カバ　ブルット　ロゼ

画像添付

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。

ナバロ・コレアス　ブリュット　マルベック　ロゼ

画像添付

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。

ピノ　ロゼ　フラワーボトル

画像添付

まるでお花のようなアロマとチャーミングな果実味。グラスに注いでも鮮やかな色合いは
食卓を華やかに彩る辛口ロゼスプマンテです。

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。

プリマ・ペルラ　クレマン・ド・リムー
　ロゼ　ブリュット

画像添付

グラハム・ベック　ブリュット　ロゼ

画像添付

鮮やかに輝くピンク。洗練された花やフルーツなどのアロマに、いきいきとした果実味。
魚介を使った料理との相性抜群のロゼスパークリング。

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

201９年　冬のリカーセレクション

No.061　辛口ロゼスパークリングワイン8本セット

フランスからはクレマン、スペインのカヴァといったシャンパーニュ製法の本格的ロゼ発泡から、
イタリア・チリ・アルゼンチン・南アフリカ産のものまで揃えました。
バラエティ豊かなラインナップで年末のテーブルを彩りましょう。

商品名 商品名

ヴーヴ・デュ・ヴェルネ　ロゼ

画像添付

バルディビエソ　ブリュット　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。



 

国 地域 生産者名 画像

フラ
ンス

アルザス
ドメーヌ・アル
ベール・マン

フラ
ンス

アルザス
ポール・ジャン
グランジェ

ドイ
ツ

ライン
ガウ

ヴァイングー
ト・ヨアヒム・
フリック

ドイ
ツ

ライン
ガウ

クロスター・
エーバーバッハ
醸造所

ドイ
ツ

モーゼル
ヴァイングー
ト・Ｓ．Ａ．プ
リュム

※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。

シュタインベルガー　リースリング　エアステ・ラーゲ

画像添付

かつて修道僧によって開墾され、完成されたとされるブドウ畑、「シュタインベルク」。ラ
インガウ・リースリングの引き締まった酸味とエレガントでフルーティな風味が抜群です。

エッセンス　リースリング

画像添付

ほんのり甘口モーゼルリースリング。フルーティな果実味と青草のような清涼感。モーゼル
らしいフレッシュ感、果実味、ボリュームとそれぞれの要素が見事に融合したお買い得ワイ
ンです。

アルザス　リースリング

画像添付

ピュアなスタイルのワインで近年注目を集めるアルザスの生産者。花や柑橘類を想わせる香
りで、まっすぐでピュアな味わいのワインです。

ホッホハイマー　ヴィクトリアベルク
リースリング　カビネット

画像添付

トロピカル・フルーツの香りがたっぷり詰まった、銘醸畑のリスリング　カビネット。ミネ
ラル感のあるやさしい甘味が、心地よくグラスが進みます。

201９年　冬のリカーセレクション

No.062　フランス・ドイツふくよかリースリング白ワイン5本セット

冬の夜におすすめの味わい深いリースリングのワインのご紹介です。
フランスはアルザス地方の辛口、ドイツは銘醸地ラインガウと

モーゼルからほんのり甘口をご用意。じっくりとリースリングの世界に浸って
みてはいかがでしょうか。

商品名

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 生産者名 画像

フランス アルザス -

フランス ボルドー シャトー・オーマレ

フランス ブルゴーニュ セリーヌ・エ・ローラン・トリポス

スペイン カタルーニャ
アモス&アレック
ス

スペイン カタルーニャ カステル・ダージュ

スペイン カタルーニャ カステル・ダージュ

※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　冬のリカーセレクション

NO.063　自然派スパークリングワイン飲み比べ6本セット

自然に寄り添った栽培、醸造方法をとるフランスのクレマンやスペインのカヴァを
幅広いラインナップでご紹介いたします。素材を活かしたありのままの味わい、

土地や造り手の個性の違いをお愉しみください。

テンペが日本の皆さまにセレクトしたクレマンです。2014年のブドウ3種を直接圧搾後、ステンレスタンクで発酵、5ヶ月熟
成、ティラージュ、デゴルジュマンを経て2年瓶内熟成を行いました。ほんのりグリーンを帯びたイエローの外観に細かな泡が輝
き、丸みのあるふくよかな果実に柑橘の酸、長熟由来の奥深さはシャンパーニュに匹敵する味わいです。

クレマン・ダルザス・ブリュット・ナチュール・
セレクショネ・パー・マルク・テンペ

商品名

ボルドーのアントルドゥメール地区南部で1963年よりビオロジック栽培を続けてきたシャトー・オー・マレ一家が造るセミヨ
ン100％のクレマンで、スリニャックに所有する土地名を冠しています。淡いイエローの色調に快活な泡から、レモンやトース
ト香を感じます。膨らみのある柑橘の果実はポジティヴな流れを作り、アフターにまで色濃くエキスが残る元気で飲みやすいク
レマンです。

マコンロシェで元家具職人ローランが粘土石灰のシャルドネをステンレスタンクで発酵後、瓶内二次発酵・熟成したノンドザー
ジュSO2無添加のクレマンです。比較的暖冬で生育は早かったものの4月下旬の霜害で甚大な被害を受けました。ライトイエ
ローの外観からブリオッシュやオレンジの香り、きめ細やかな泡、厚みのある味わいで強めの酸がミネラルを包むアフターの苦
みが心地良い逸品です。

ボルデュー クレマン・ド・ボルドー ブリュット

クレマン・ド・ブルゴーニュ　ブリュット・ナチュール

ピノノワールならではの上品な膨らみと柔らかな喉ごしを楽しめる旨味あるロゼカヴァです。バルセロナ近郊でビオディナミ栽
培されるブドウをゆっくりプレスしステンレスタンク内発酵、15ヶ月間瓶内2次発酵後、ドザージュ5g/Lで瓶詰めしました。輝
きある赤みを帯びたピンクの色調に極め細やかな泡、イチゴやラズベリーの香りが魅力的で優しい甘みと爽やかな酸が絶妙のバ
ランスです。

カタルーニャ・ペネデスの広大な土地でカヴァを造るアレックスと自然な造りに拘る醸造家アモスがタッグを組んだSINプロジェ
クトで、チャレッロをプレス後ステンレスタンクで発酵、瓶内二次発酵を18ヶ月行いました。光沢のあるホワイトイエローの外
観からナッツやグレープフルーツの香り、強めの泡の後に果実の旨味が拡がり、後を引く旨さが光るバランスの優れた逸品で
す。

バルセロナ近郊でビオディナミ栽培されるブドウを丁寧に手造りした賜物です。ゆっくりプレスしステンレスタンク内発酵、
24ヶ月間瓶内2次発酵後、ノンドザージュで瓶詰めしました。輝くレモンイエローの色調で、ほのかに青リンゴやライムのよう
な爽やかな香りを感じつつ、極め細かく滑らかな泡とシャープで上品な酸が織り成す口当たりは、シャンパーニュと遜色ない
リッチな味わいです。

シン カヴァ チャレッロ

カヴァ アンヌマリー ブリュット ナチュレ レセルヴァ

カヴァ ブリュット・ロゼ



 

国 地域 生産者名 画像

オーストリ
ア

ウィーン レニクス

オーストリ
ア

ウィーン レニクス

オーストリ
ア

ズュート・
シュタイヤー
マルク

シャウアー

オーストリ
ア

ズュート・
シュタイヤー
マルク

シャウアー

オーストリ
ア

ノイジード
ラーゼー

ユーディト・
ベック

オーストリ
ア

ニーダーエス
タライヒ

ヨハネス・トラ
プル

※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。

ザンクトラウレント・キュヴェ・レゼルヴェ

ニーダーエステライヒ地方の銘醸地、カルヌントゥムでビオディナミ栽培を行う生産者です。やや憂いのあるルビー色、カシス
やミントの香りにカカオのニュアンスが織り交じります。たっぷりと果実のエキス感を含んだ口当たりに優しい酸味を伴う滑ら
かな味わい、上品でエレガントなアフターまで綺麗につながっています。

ゲルバー・ムスカテラー・ズュートシュタイヤーマルク

オーストリア南スロベニアと国境を接するシュタイヤーマルク地域で若きシャウアー兄弟がスレート土壌で育つゲルバー・ムス
カテラーをステンレスタンクで醸しプレス後、発酵し8ヶ月シュールリー熟成しビオディナミカレンダーに従い瓶詰めしました。
クリアなホワイトの色調から、白桃やマスカットの甘い香りを感じます。丸い果実の甘味に高めの酸と塩気、力強いアフターへ
と流れます。

ベック・インク

ブルゲンラント地方の北方、ノイジードラーゼ湖北岸のGols村でシュタイナー理論を熟知した女性醸造家が複数区画に植わる2
品種を除梗してマセラシオンカルボニック後、80hlのステンレスタンクで発酵、古樽で8ヶ月間熟成しました。パープルレッド
の外観から杏や杏仁豆腐の香り、滑らかなエキス感にジューシーな旨味、タンニンは少なく梅系の酸が溶け込んだバランスの良
い逸品です。

ヴィーナー ゲミシュター・サッツ

ウィーン市街地を臨む丘陵地のワイナリーです。光沢のあるクリームイエローの色調に、バナナやキンモクセイの香り、果実の
ボリュームを感じる口当たりから程よい甘みと酸が織り交じり、塩気のあるアフターへといざないます。

ヴェルシュリースリング ズュートシュタイヤーマルク

オーストリア南スロベニアと国境を接するシュタイヤーマルク地域、若きシャウアー兄弟が、ヴェルシュリースリングをステン
レスタンクで醸しプレス、発酵し6ヶ月シュールリー熟成し、ビオディナミカレンダーに従い瓶詰めしました。緑がかったクリア
な色調から、グレープフルーツやレモンの香りを感じます。重心が高く、心地の良い酸とたっぷりのミネラル、クリーンな味わ
いです。

201９年　冬のリカーセレクション

NO.064　自然派オーストリアワイン赤・白　6本セット

ビオディナミ提唱者、ルドルフシュタイナーの故郷オーストリア。その想いを脈々と受け継
ぐ自然に寄り添った農法で造られたワインはエレガントでミネラルたっぷり。繊細な味付け

の和食とのマリージュも秀逸です。

商品名

ヴィーナー グリューナー・ヴェルトリーナー

ウィーン市街地を臨む丘陵地のワイナリーです。クリームホワイトの色調、甘酸っぱいプラムやハーブ、オレンジの香り、たっ
ぷりミネラルを含んだアタックに塩気と酸味が交差し、長いアフターへとつながります。



 

国 地域 生産者名 画像

ジョージア カヘティ ギウアーニ

ジョージア カヘティ チョティアシュヴィリ

イタリア アブルッツォ ファビュラス

フランス シュッドウエスト ル・プティ・クロ・デ・ヴォン

フランス ラングドック ドメーヌ・ド・クルビッサック

ドイツ ラインヘッセン ヴァイングート・ヴェルナー

※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。

マルト・ヴァイス

14日間ステンレスタンクで醸し、フードルで10ヶ月発酵・熟成しSO2無添加で瓶詰めしました。憂いあるゴールドイエロー色
の外観に、金木犀やミントの奥からパパイヤの香り、エネルギーが満ち溢れる力強いアタックに心地良い旨味のアフターが素晴
らしいナチュールです。

クレール

南仏出身のシルヴァン・ジュグラが粘土石灰土壌で育ったソーヴィニヨンブランを9日間醸しプレス後、400Lの木樽で発酵しそ
のまま熟成しました。愛娘の名前を冠しています。ゴールドイエローの外観から、パイナップルやホワイトペッパー、カルダモ
ンの香り、ライトなエキスの瑞々しさに苦味とミネラル感、染み入る深い味わいがアフターへと流れます。

ロランジュ

女性醸造家が手がけるワインです。粘土石灰土壌に植わる3品種を除梗せず、セメントタンクで9日間の醸し後、酸化を防ぐため
手でデキュヴァージュし、1回のピジャージュを経てステンレスタンクで熟成しました。色調は濁りのあるゴールドで、すりおろ
しリンゴのアロマ、濃厚で軽快な液体に酸の存在も顕著だが、酸化のニュアンスがきつくなく飲み良い逸品です。

キシ

8000年以上の時を経て受け継がれるワインの発祥地ジョージアから。香り豊かなキシを15～20hlのクヴェヴリで発酵し、そ
のまま6ヶ月熟成、違うクヴェヴリへ移し替え熟成、その後さらにステンレスタンクで12ヶ月熟成しました。やや濁ったトパー
ズの色調でピーチティ－やマンゴーのアロマの中、ドライなアタック、タニックで時間と共に旨味も色濃くなり食中酒ににもお
勧めです。

フォエミネ・ピノグリージョ

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。

201９年　冬のリカーセレクション

NO.065　世界のオレンジワイン飲み比べ6本セット

今や世界中で造られるようになった話題のオレンジワイン。国や品種、造り手によって味わ
いにはバリエーションはさまざま。飲みくらべてみてワイン通が愛してやまない味わいをご

堪能ください。

商品名

ルカツィテリ・クヴェヴリ

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伝統と革新が調和した技法を
取り入れます。除梗・破砕後、クヴェヴリで低温醸し、発酵終盤に蓋を閉め、発酵・熟成、樫樽へ移し4ヶ月熟成しました。輝く
黄金色の外観からオレンジやセイジの香り、ミネラルに少しの蜜のニュアンスとペッパー系スパイスが織りなすハーモニーをお
楽しみください。



 

国 地域 生産者名 画像

フランス ローヌ エステザルグ

イタリア トスカーナ州
サンジュース
ト・ア・レンテ
ンナーノ

スペイン フミーリャ ビネルヒア

フランス ルーション バデ・クレモン

フランス アルザス
ドメーヌ・
グレッセール

スペイン ペネデス
ラベントス・
イ・ブラン

※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、ミネラルのニュアンスも。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。

レ・グランザルブル　　ブラン

輝きのあるレモンイエロー。パッションフルーツやレモン、グリーントマトなどの豊かなフルーツの香り。白い花のフローラル
なニュアンス。フレッシュな酸味のフルーティな味わいです。

クリット　リースリング

リースリングらしい果実味溢れる香りで、フレッシュなミネラルをたっぷり感じられるとてもバランスの良い味わいです。

キアンティ・クラシコ

香りは熟したアメリカンチェリーや香草、バルサム的ニュアンスを感じ、ボディーもコンセントレーション高いのですが、根底
にある酸やミネラル感により構造が縒れていない緻密さのあるワインとなっています。

　カンポス・デ・リスカ

ジャムやコンポートの香りにスパイスやペッパーのアロマ。味わいは滑らかでしっかりしたボディがあり、同時にミネラル感や
爽やかさも感じられるバランスのとれたワインです。

201９年　冬のリカーセレクション

No.066　自然派栽培バラエティ　赤・白・スパークリングワイン6本セット

近年トレンドとして世界的にホットな自然派のワインを幅広く揃えました。
有機栽培による自然により近い環境で育ったぶどうのナチュラルでいきいきと

したぶどう本来の味わいが口に広がります。

商品名

トゥ　ナチュレルモン

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のワインです。タンニンは優しく、適度なボディがあるためお
食事にも合わせやすいです。



 

国 地域 生産者名 画像

フランス
コート・
デュ・ローヌ

ドメーヌ　フラ
ンソワ　ヴィ
ラール

フランス
コート・
デュ・ローヌ

ドメーヌ　ジャ
ンヌ　ガイヤー
ル

フランス
コート・
デュ・ローヌ

ドメーヌ　ド
マルクー

フランス
コート・
デュ・ローヌ

ドメーヌ　フラ
ンソワ　ヴィ
ラール

フランス
コート・
デュ・ローヌ

ドメーヌ　イヴ
キュイユロン

※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。

コントゥール　ドポンサン　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。ヴィオニエの銘醸地、コンドリューに隣接するまさにプチコンドリュー！華やかで飲みごたえのある味わい。

マルサンヌ　ヴァン　ド　フランス　ヴィーニュ　ダ　コテ

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。カリンや黄色い花のようなキュートな香り。フレッシュな酸味と繊細な旨味、爽やかな果実味。きれいで飲みやすい辛口ワ
イン。

シラー　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。フローラルな印象に心地よいスパイスがプラスされ、キメ
細やかな渋味と芳醇な果実味が楽しめる、飲み易く食事と相性抜群なワイン。

レザン　ド　ルー　ヴァン　ド　フランス

常に高得点獲得の有機栽培の姉妹生産者。旨味の詰まった果実味、しなやかなミネラル感、上品なテーブルワイン。和食にも合
わせやすい。

201９年　冬のリカーセレクション

No.0６７　冬の味覚に合わせたいローヌ地方赤・白ワイン５本セット

かのボルドーより歴史が古く星付きレストランの主流である銘醸地、ローヌワインの魅力が
堪能できる赤・白ワインのセット。ローヌを代表するトップ生産者が造るカジュアルライン

を揃えました。

商品名

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。



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

ドメーヌ・デュ・
プティプロ

フランス
ラング
ドック

ドメーヌ・デュ・
プティプロ

フランス
ラング
ドック

シャトー・レゾ
リュー

フランス
ラング
ドック

ドメーヌ・デュ・
プティプロ

フランス
ラング
ドック

ヴィニョーブル・
ロルジュリル

フランス
ラング
ドック

ヴィニョーブル・
ロルジュリル

フランス
ラング
ドック

シャトー・ペノ
ティエ

フランス
ラング
ドック

ヴィニョーブル・
ロルジュリル

フランス
ラング
ドック

シャトー・ラグ
ラーヴ

フランス
ラング
ドック

ドメーヌ・ラグ
ラーヴ

※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。

まろやかな口当たりが特徴の濃縮感のある赤。チェリーのような雰囲気に、コショウやクローヴ、ミン
ト風味が加わった複雑な香り。肉料理や煮込み料理に合わせてお楽しみください。

フローラルな香りと豊かな果実味が特徴の飲みやすい味わい。幅広い食事に合わせてお楽しみいただけます。
爽やかな酸味のバランスが素晴らしく、果実味がたっぷりの一本です。

エクスプレッション・ルージュ ラグラーヴ IGPブラン

このワインが造られる「カバルデス」は、ボルドーと南フランスの品種のブレンドが許された特殊な生
産地。タンニンがきめ細かく複雑味に溢れ、しっかりとした厚みとコクが印象的な赤ワインです。

グレープフルーツやレモンのような柑橘系の香りに、果実の自然な味わいに溢れたフレッシュな白ワイン。
ハーヴ系の香りも豊かですので、魚介のカルパッチョなどと合わせてお愉しみ頂けます。

シャトー・ド・ペノティエ　樽熟成 ロランジュレ・ソーヴィニヨンブラン

カシスのような果実の香りがあり、程よく渋みも感じるバランスの良い味わい。南仏らしい、ボリュー
ム感があり、飲み応えのある赤ワインです。

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ワイン。シャルドネ種を用い、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、親しみやすい味わいに仕上がってい

ます。

ロランジュレ・カベルネフラン ロランジュレ・シャルドネ

平均樹齢35年以上の南仏品種をブレンドし、豊かな香りと、凝縮した完熟ぶどうの旨みのほかに、樽熟
成による香ばしさや複雑味が感じられるコクのある赤ワインです。

白桃や白い花のような香りに、樽熟成によるバニラやナッツのようなニュアンスを感じます。
南フランスらしい豊かな果実味とおだやかな酸味とのバランスが取れたワインです。

シャトー・レゾリュー 赤ラベル プティ・プロ シャルドネ 樽熟成

201９年　冬のリカーセレクション

No.068　気軽に愉しむ銘醸地　ラングドック赤・白ワイン10本セット

フランスの南部に位置し、カジュアルなワインの産地として知られているラングドック・ルーション地方。
温暖な気候を活かし、しっかりした厚みのあるワインをお愉しみいただけます

商品名 商品名

カベルネ・ソーヴィニヨンは、もともとはボルドー地方の品種ですが、南で栽培することでよりまろや
かで濃縮感のあるワインに。渋味も少なく、程よい濃縮感もあって口当たりの良いワインです。

夜中に収穫を行なうことでフレッシュな酸をキープ、低温の漬け込みによりフレッシュなアロマを引き出しま
す。アカシアの花のような香りが広がります。たっぷりとした果実味やミネラル感のある豊かな味わいです。

プティ・プロ・カベルネソーヴィニヨン プティ・プロ シャルドネ



 

国 地域 生産者名 画像

スペイン ペネデス
アレマイン・
イ・コッリオ

スペイン カタルーニャ トーマス・クシネ

スペイン プリオラート スカラ・デイ

スペイン アラゴン州 アルトヴィナム

スペイン リオハ
ボデガス・
ビルバイナス

スペイン ナバーラ
コーペラティバ・
ビティビニコラ・
アロウサナ

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

パコ・ティント

ブルーベリー、コケモモなどのベリー系の香りが主体でリコリスやバルサムのニュアンスと共に複雑な香り。ボリューム、厚み
があり酸と果実のバランスが良く飲み易い。デイリーワインとして親しめるイキイキとした赤ワインです。

エヴォディア　プレステージ

熟した黒果実の香りやスパイス香と微かな樽香が感じられます。エヴォディアの特徴である果実味を一層凝縮し、程よい酸とタ
ンニンが後押しします。柔らかく心地よい余韻が長く続きます。

ヴィニャ・ポマール　センテナリオ　リゼルバ

畑の名である「ヴィニャ・ポマール」の単一畑から収穫される、テンプラニーリョのぶどうの果実味がしっかり凝縮され、樽熟
成と瓶内熟成を経たリオハの伝統的スタイルの赤ワインです。パワフルながら、口当たりはなめらかで心地よい余韻を感じられ
ます。

リエブレ

シルキーで、フレッシュかつエレガントなアタック。滑らかなタンニンがあり、リコリスのニュアンスも。赤果実、トースト、
スパイスのニュアンスが余韻に感じられます。丸みがあり、柔らかく、表情豊かな赤。

ガルナッチャ

樽塾生は経ずステンレスタンクで６～８ヶ月熟成された若々しい表現のワインです。適温は少し低めの１４～１６度をお勧めし
ます。出荷から５年は飲み頃として保存出来ます。

201９年　冬のリカーセレクション

No.069　情熱の国スペイン赤ワイン6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一堂に集めまし
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6本セットです。

商品名

エル・ミクロスコピ

大西洋を思わせるフレッシュな個性を持つバランスの良い赤。果実味豊かで、凝縮度があると同時に、洗練されたタンニンが心
地よい味わい。



 

国 地域 生産者名 画像

アメリカ カリフォルニア

スティムソン
エステ－ト　セ
ラ－ズ

アメリカ カリフォルニア

サン　ミッシェ
ル　ワイン　エ
ステ－ツ

アメリカ ワシントン
シャト－　サン
ミッシェル

アメリカ カリフォルニア
ニ－ルソン　バ
イ　バイロン

アメリカ ワシントン テネット

※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。

1964年に初めてサンタバーバラにブドウの木を植えたウリエル ニールソン氏の名にちなんだワイナリー。ラズベリー、クラン
ベリー、ブラックチェリーの香り、バラの花びらやスミレ、紅茶のニュアンス。樽のニュアンスをしっかりと感じる長い余韻。

いくつかの古木からとれたブドウを南ローヌの伝統的な製法で醸造。一部のロットの熟成には500Lの大樽を使用することで酸
化を抑え、フレッシュな味わいを保っています。ブルーベリージャム、木苺、シナモンのニュアンスに、獣の香り。非常になめ
らかな口当たりに、シルキーで長い余韻が続きます。

サンタバ－バラ　ピノノワ－ル

ザ　パンディット　シラ－

北米大陸において、パイオニアとしての輝かしい歴史を誇り、 今も高い品質を磨き続けるワイナリーを率いるワインカンパ
ニー。プラムやクランベリーのような果実の香り、チョコレートなどのニュアンス。果実味とスパイシーさが同居する飲みやす
いタイプのジンファンデル。

ワシントンにおける近代的ワイン産業のリーダーとして豊かな自然との共存を図りつつ、健全なブドウから高品質なワインを生
み出す狙いがあります。複雑味がありながら、楽しみやすいメルロ。 色濃い果実を思わせるフレーバーやアロマに、滑らかで甘
い余韻。シラーがジャミーな果実味を加えます。

モット－　ジンファンデル

コロンビア　ヴァレ－　メルロ

201９年　冬のリカーセレクション

No.070　品種の味わいを愉しむ　アメリカ赤ワイン5本セット

飲みやすさ抜群のアメリカワインから人気の銘柄をセットにいたしました。
ワイナリーごとに個性豊かで、アメリカらしいリッチな味わいを感じながら

飲みくらべてみてはいかがでしょうか。

ワシントンの豊かな日照量を思わせるはっきりした果実味、赤い果実のアロマに、トースト、ナツメグなどのスパイスのヒン
ト。チェリーやブルーベリーのフレーバーが心地よい。やわらかく、バランスのとれたスタイル。

カベルネ　ソ－ヴィニヨン

商品名



 

国 地域 生産者名 画像

日本 秩父
ベンチャーウイ
スキー

※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　冬のリカーセレクション

No.071　「イチローズモルト」秩父2012ファーストフィルバーボンバレル6年熟成

日本のクラフトウイスキーを世界に評価させた、挑戦に次ぐ挑戦を行っている肥土伊知郎氏。今や世界中から注目される〈秩父
蒸溜所〉の樽の中から選び抜いた、シングルモルトウイスキーです。6年間熟成し、樽の個性が出た素晴らしい仕上がりをご堪能
ください。

「イチローズモルト」　秩父2012 ファーストフィル バーボンバレル　6年熟成

商品名



 

国 地域 生産者名 画像

イギリス
スコットラン
ド

オールドパー

イギリス
スコットラン
ド

オールドパー

イギリス
スコットラン
ド

オールドパー

※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　冬のリカーセレクション

No.072　オールドパー　飲み比べ3本セット

時代を超えて愛され続ける、オールドパーシリーズ飲み比べセット。柑橘とほのかなバニラの香りが特徴のエクストラスムーズなシル
バー。すっきりした果実の甘さや、ほのかな蜂蜜の香りが特徴の柔らかな12年。中身をリニューアルしオールドパ―史上最高のバランス

を実現した18年。これまでにない奥深い味わいを愉しんでいただけます。

柑橘とほのかなバニラの香りが特徴のエクストラスムーズなウイスキー。ソーダで割ることでフレッシュな香りが強調され、切
れ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。ストレート、ロック、１：３のハイボールがおすすめ。

オールドパー シルバー

商品名

すっきりした果実の甘さや、ほのかな蜂蜜の香りが特徴の柔らかなウイスキー。滑らかな舌触りの先に、暖かみのある余韻が続
きます。ストレート、ロック、１：２の水割りがおすすめ。

オールドパ―史上最高のバランスを実現した新しい時代のスコッチ。18年を超える長期熟成モルトを贅沢に使用。芳醇で奥深い
味わいと長く続く余韻が特徴です

オールドパー 12年

オールドパー 18年



 

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

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。

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

繊細なアモンティリャードの香りと、リッチなオロロソの味わいを併せ持つタイプのシェリー。単体でお飲みいただいても楽し
めますが、ワインとの相性が良くない卵料理とも、パロ・コルタードは相性抜群！キノコの卵とじや煮卵、ちょっとおしゃれに
トリュフエッグなど、是非一度このワインとお試しください。

深いアンバーで色で煌めきがあり、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、様々な温度帯で楽しめる逸品です。

パロ・コルタド　ペニンスラ

オロロソ　リオ・ビエホ

ペドロ・ヒメネス　サン・エミリオ

小麦を彷彿させるくっきりと鮮やかな黄色。微かなアーモンドの香り、フィニッシュは長く、非常にエレガントです。昼下がり
に、この飲みやすいすっきりとした味わいはキリッと冷やしてストレートでどうぞ。魚介系の鍋料理などに合わせてもたまりま
せん。

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

フィノ　ラ・イーナ

アモンティリャード　ロス・アルコス

201９年　冬のリカーセレクション

No.073　奥深いシェリーの世界に足を踏み入れる、タイプ別シェリー６本セット

白ワインのようにキリッとした辛口シェリーから濃厚な熟成辛口シェリー、極甘口のシェ
リーまで６つの異なるタイプと味わいのシェリーを６本セットに。様々なお食事に合わせて

奥深いシェリーの世界をお楽しみください。

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。揚げ物料理との相性は特に秀逸です。

マンサニーリャ　パピルーサ

商品名



 

国 地域 生産者名 画像

フランス コニャック ドクール

フランス コニャック　 ベルクルー

※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。

日本初上陸！コニャック地方産のシングルモルト。ボルドーの赤ワイン樽で熟成、地元のピノデシャラントの樽でフィニッシュ
することで、深く甘みのある余韻が生み出されます。ドライフルーツのような果実味、バニラを感じる甘み、モルトの奥深い重
み、なめらかな口あたりはフランスらしいウィスキーと言えるでしょう。

フレンチウィスキー　ベルクルーシングルモルト

201９年　冬のリカーセレクション

No.074　フランス・コニャック地方産 フレンチウイスキー2本セット

日本初上陸のフレンチウィスキー「ベルクルーシングルモルト」と、定番「バスティーユ
1789」のセットです。ブランデーの銘醸地、コニャック地方で生まれたこだわり溢れる

ウイスキーは、フランスでも人気急上昇中です。

ブレンデッドウィスキー。ブランデーの銘醸地コニャック地方から誕生した、革命的なフレンチウィスキー。
フレンチリムザンオーク樽、コニャック樽、ソーテルヌ樽と様々な樽で熟成を重ねることで生まれたこの液体は、驚くほど華や
かな香りを放ちます。 プラム、チェリー、ドライフルーツ、桜等の香りが繊細にからみ合い、口の中に含むと上質なバニラの甘
みが広がっていきます。クリーミーとも表現できるほどの口当たりの滑らかさ、そして柔らかい余韻が特徴。フレンチウィス
キーの先駆け。

フレンチウィスキーバスティーユ1789

商品名


