
 

国 地域 生産者名 画像

イギリス ケント
ガズボーン・エステイ
ト

チリ マイポ デ・マルティノ

フランス ブルゴーニュ ドメーヌ・デュ・コロンビエ

フランス ブルゴーニュ
バンジャマン・　ル
ルー

ニュージーラン
ド

セントラルオタゴ ドメーヌ・トムソン

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

コート・ドールのブドウを100%使用し、この名高い新しいアペラシオン（同年2017年に誕生）の名を冠し、スターネゴシアンのバン
ジャマン・ルルーによりベリー・ブラザーズ＆ラッドのためだけに、造られました。このワインは並外れて複雑で、可愛らしいフローラル
なアロマに、魅力的なレッドベリーの果実が香ります。エレガントで繊細。ブルゴーニュのピノ・ノワールを最も根本的な形で表現したと
言えるでしょう。

2003年に標高の高いムーン・テラスに植えられたブドウから造られるこのキュヴェは、吹き抜ける風の影響もあり、綺麗な酸味が残り、
清涼感のある仕上がりとなっています。赤い果実と柔らかなタンニン、心地の良い酸味は親近感を覚える味わいです。

ベリーズ・コート・ドール・ピノ・ノワール

エクスプローラー、ピノ・ノワール

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。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。平均１０年使用の古樽
にて熟成させることで、素直な味わいのバランスのとれたワインに仕上げます。

シャルドネで名高いシシェ村にある、2つの畑のブドウから造られました。素晴らしい品質となった2017年には、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となりました。アペリティフとしても、あるいはシーフードやヤギの
チーズのサラダと合わせても美味しいワインです。

レガード、シャルドネ、D.O.リマリ

ベリーズ・シャブリ

2020年　春のリカーセレクション

No.001　話題のイングリッシュ・スパークリングを含む、
世界のピノ・ノワール＆シャルドネ、赤・白・スパークリングワイン5本セット

320年続く英国ロンドンの老舗ワイン商「ベリー・ブラザーズ＆ラッド(BB&R)」が今注目する、
各国の生産者を集めました。「世界を旅するワイン展」のために厳選したスペシャルセットです。

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

ブリュット・リザーヴ

商品名



 

国 地域 生産者名 画像

チリ
クリコ・ヴァ
レー

テラ・マター

チリ
マイポ・ヴァ
レー

テラ・マター

アルゼンチ
ン

メンドーサ
アングロ・イノ
チェンティ

アルゼンチ
ン

メンドーサ アリド

ウルグアイ ガルソン ボデガ・ガルソン

ウルグアイ ガルソン ボデガ・ガルソン

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

2020年　春のリカーセレクション

No.002　注目の南米3大産地濃厚赤ワイン6本セット

近年の南米では「安くて美味しい」という今までのイメージを越えて、独自性のあるワイン
を次々と排出しています。チリ、アルゼンチン、ウルグアイの3か国の濃厚な赤ワインをお

愉しみください。

アルタムは「高貴な」という意味で、同社のカべルネの畑の中でも特に品質の高い区域のぶどうをフレンチオークで12カ月間熟
成し、力強いコクあるスタイルに仕上げています。 カベルネはこの蔵の最も得意とする品種でとてもリッチで奥深い味わいが堪
能いただけます。

アルタム・カベルネソーヴィニヨン

商品名

アルタムは「高貴な」という意味で、樹齢の高い単一畑のぶどうを使用して造られます。ブドウの出来が良かった年にしか生産
されないという希少なワイン、長い熟成によるメルローの熟成感、複雑味、長い余韻、どれをとっても申し分ない赤ワインで
す。

アングロ・イノチェンティは、アルゼンチンの銘醸地メンドーサ州の標高1000mを超える山奥の秘境に広がるウコヴァレーで、
ひっそりとワイン造りを続けてきた蔵元。凝縮した赤い果実の風味にミントやスパイスなどの風味やきめ細かいタンニンが溶け
込んで複雑な味わいに仕上がっています。

アルタム・メルロー

アングロ・イノチェンティ・カベルネソーヴィニヨン

シングル・ヴィンヤードは、蔵元が所有する区画の中でも卓越した品質のぶどうを産み出す畑のぶどうから造られる、コクと深
みのある味わいのワインです。ブラックベリーのような果実味にブラックペッパーなどのスパイス感や樽熟成によるトースト香
が複雑に絡み合い、力強いワイン。果実味たっぷりの長い余韻を楽しめます。

アリドは英語で「乾燥」したと言う意味。このブドウが収穫される畑は、ウコヴァレーの中でも標高の高いところに位置してお
り、更に年間を通じて雨量が大変少ないため、非常に凝縮したブドウに仕上がります。ブラックベリーのような黒い果実の濃厚
な風味に､ハーブやスパイスのニュアンスが感じられる､飲みごたえある赤ワインです。

ボデガ・ガルソンは、南米のニューフロンティア、ウルグアイの新鋭蔵元。日照量に恵まれた畑からは、凝縮された味わいのぶ
どうが収穫され、コクと複雑味に溢れたワインを造り出しています。このワインは、ラズベリーのような赤い果実の豊かな風
味。濃厚感の中にもミネラル感があり、しっかりした骨格の赤ワイン。

アリド・ボナルダ

ガルソン・タナ・レセルバ

ガルソン・シングルヴィンヤード・タナ
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アメリカ
カリフォルニ
ア

ドン・セバス
チャーニ・アン
ド・サンズ

アメリカ
カリフォルニ
ア

ドン・セバス
チャーニ・アン
ド・サンズ

アメリカ
カリフォルニ
ア

ドン・セバス
チャーニ・アン
ド・サンズ

アメリカ
カリフォルニ
ア

ドン・セバス
チャーニ・アン
ド・サンズ

アメリカ
カリフォルニ
ア

ドン・セバス
チャーニ・アン
ド・サンズ

※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。

2020年　春のリカーセレクション

No.003 カリフォルニア産赤・白ワイン5本セット

カルフォルニアワインは、果実味豊かでジューシーな味わいが魅力。本国アメリカでも人気
の銘柄をご用意しました。ソーヴィニヨン・ブランは、適温になるとラベルの色が変化して

飲み頃をお知らせする遊び心溢れるデザインです

商品名

ザ・クラッシャー　カベルネ・ソーヴィニヨン

ブラックベリー、ブルーベリージャム、スパイスなどの濃密な香りを持ち、リッチでジューシー、魅惑的な完熟果実、野生のバ
ラ、さらに皮やドライハーブなど、複雑な印象です

ザ・クラッシャー　ピノ・ノワール

明るく鮮やかなルビーレッド。ブラック・チェリー、ルバーブ、上品な花束、そこに微かにスモーキーさとスパイスが加わりま
す。ビロードのような滑らかな質感、ジューシーなクランベリー、バラ、紅茶、そしてチョコレート

ザ・クラッシャー　プティ・シラー

ブラック・ベリーやイチジクのジャムなどの濃密な香り、ジューシーな果実味とローストしたヘーゼルナッツ、ミックススパイ
スの複雑な味わい。

ザ・クラッシャー　ソーヴィニヨン・ブラン

パイナップルやキウィなどのトロピカルフルーツ、フローラルな香りと青草の香り。フレッシュなリンゴやレモンの皮、レモン
メレンゲのタルトなどの柔らかな味わいを持っています

ザ・クラッシャー　シャルドネ

レモン・ジンジャー・クッキー、フレッシュなリンゴ、そこにハチミツやヴァニラの香りが混じります。フレンチオーク熟成に
より、炒ったヘーゼルナッツやパイ生地のような香りも感じます
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モルドバ
ジターナワイナ

リー

モルドバ
ジターナワイナ

リー

モルドバ
ジターナワイナ

リー

モルドバ
ジターナワイナ

リー

モルドバ
ジターナワイナ

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。

2020年　春のリカーセレクション

No.004　モルドバ「キュベ別」赤・白ワインセット5本セット

モルドバを満喫できるプレミアムな5本セットです。赤はローストした肉やチーズとのマリ
アージュを、白は白身魚のカルパッチョ、天ぷらや和食と合わせて愉しむのがおすすめで

す。

ジターナワイナリーのフラッグシップワイン。葡萄は全て手積みで、伝統的な栽培に現代の醸造によって生まれたプレミアムワイン。大樽で20日間の発酵、ス
ロヴェニア産の50HLのオーク樽で２年熟成。その後、小樽で更に6ヶ月熟成。外観は黒味を帯びたガーネット色。カシスやブラックベリー、ナツメグ、黒胡椒
などの香りが溶け込んでおりリッチなアロマに包まれる。上質な赤身肉のロースト、ハードタイプ、ブルーチーズとのマリアージュがお勧めです。アルコール

度数14％

ルピ　プレミアム

商品名

わずか5ヘクタールの石灰質のチェルノゼム土壌に畑は広がる。完熟の葡萄を手積みにて収穫。アンフォラでマセラシオン発酵を行い、最低1
年はアンフォラにて熟成。黒味を帯びたガーネット色。ダークチェリーやブラックベリーを想わせる香りにシナモン、クローヴなどのスパイ
スの香り、アンフォラ熟成によってストラクチャーは強く複雑でありながらもとてもクリアーでシルキーな味わいに仕上がっており、ラム肉

やステーキとの相性がぴったりの赤ワイン。

品種別に発酵を行ったワイン。シャルドネはオーク樽でマロラクティック発酵を行い、ラインガウリースリングはマロラクティック発酵を行わず、果実のフ
レッシュさを保たせ、それをフェテスレガーラが調和をもたらす白ワイン。輝き、透明感の有る淡い緑がかった概観。シトラス、トロピカルフルーツのアロマ
がグラスの中に広がる。オーク樽のヴァニラの香り、白胡椒のスパイス、ハーブの香りが跡に広がる。白身魚のローストやカルパッチョ、てんぷらや和食との

相性もぴったりです。

サペラヴィ

ソフィ　エクセレンス

緑が買った色調。白い花や桃の香りにアカシアハチミツのニュアンスが鼻を抜けていきます。フレッシュでエレガントな味わい
で、ストラクチャーとバランスが秀逸です。おすすめの提供温度は8-10℃くらいで魚の前菜やローストした魚などに良く合いま

す。

15日間オーク樽で熟成後、ステンレスタンクで熟成。ブラックベリーやコーヒー豆の香ばしい香りを感じ取れます。複雑なスト
ラクチャーの中にやわらかなタンニンを感じます。提供温度は16-18℃くらいがおすすめで、ローストしたお肉や濃厚なチーズ

とよく合います。

アルブ　デ　ジターナ　ホワイト

ルース　デ　ジターナ　レッド
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ジョージア カヘティ
チョティアシュ
ヴィリ

ジョージア カヘティ
ヴァジアニ・
カンパニー

イタリア

フリウリ・
ヴェネツィ
ア・ジューリ
ア

アテムス

イタリア シチリア トンバッコ

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

オリジーネ　テッレ・シチリアーネ

話題のオレンジワイン。非常にめずらしいシチリアのオレンジワイン。2000年前の醸造法を再現した究極の逸品です。自然酵母
で発酵、地中に埋めたアンフォラに移し、陰干ししたブドウを加え、さらに発酵させるなど。究極の自然なこだわりを持ちま
す。

マカシヴィリ・ワイン・セラー　ムツヴァネ　

伝統的な土器「クヴェヴリ」で醸造されるアンバーワイン（オレンジワイン）。
白い花や柑橘果実の爽やかな風味。フレッシュかつ豊富なフェノリックな要素が特徴です。

アテムス　ピノ・グリージョ　ラマート

白桃など鮮やかなフルーティーさと野生の花やブラックベリーなど複雑味のあるアロマが感じられます

2020年　春のリカーセレクション

No.005　今注目のオレンジワイン4本セット

赤・白・ロゼに続く第4のワインとして話題のオレンジワインは、食事と相性が良く、自然
派ワイン好きの方へもおすすめ。本場ジョージアのほか、次に生産が盛んなイタリア製を含

む4本セットです。

商品名

ルカツィテリ

ジョージア・カヘティ地方、2015年は温暖湿潤な気候でした。ルカツィテリをクヴェヴリで発酵、そのまま4ヶ月スキンコンタ
クト、果皮を取り除き違うクヴェヴリへ果汁のみ移し3ヶ月熟成、その後さらにステンレスタンクで24ヶ月熟成しました。オレ
ンジイエローの外観から甘く香ばしいオレンジや紅茶の香り、アフターへ向くほどにまったりと馴染むタンニンの心地よさを体
感できます。



 

国 地域 生産者名 画像

フランス ブルゴーニュ
メゾン・ジョゼ
フ・ドルーアン

フランス ラングドック ラ･クロワザード

イタリア ロンバルディアナターレ・ヴェルガ

ニュージー
ランド

マールボロ サマーハウス

チリ
カサブランカ

ヴァレー
アリウェン

アメリカ オレゴン
ドメーヌ・ド

ルーアン・オレ
ゴン

※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。

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の香り。
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。

ほのかな甘いオークとスパイスの香りが特徴の豊かな風味。
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。

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。

 マールボロ ピノ･ノワール

レセルバ ピノ･ノワール

 クラウドライン オレゴン ピノ･ノワール

早摘み果実と完熟果実をブレンドすることで、フレッシュでフルーティな果実味とボリュームのある味わいを持
ち合わせています。フレンチオークでの熟成由来のバニラ香が心地よく続きます。

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。

  レゼルヴ･ピノ･ノワール

 ヌアレ ピノ･ネロ

2020年　春のリカーセレクション

NO.006 世界のピノ・ノワールを味わい尽くす 赤ワイン6本セット

コストパフォーマンスの高いピノ・ノワールを世界中から厳選しました。
生産国・気候やテロワールによる味わいの違いが愉しめる、

ピノ・ノワール好き必飲のお買い得セットです。

ベリー系の豊かな果実味にかすかなスパイスの余韻、絹のように滑らかで繊細な口当たり。
ブルゴーニュ ピノ・ノワールの味わいが詰め込まれた逸品です。

 ラフォーレ ブルゴーニュ ピノ・ノワール

商品名



 

国 地域 生産者名 画像

フランス 南仏
デュデ・ノーダ

ン

オーストラ
リア

ヴィノス・オー
ストラリス

イタリア ヴェネト レ・オゼッレ

フランス ブルゴーニュ
カーヴ・ド・バ

イィ

アメリカ
カリフォルニ

ア
マーフィー・

グードゥ

アルゼンチ
ン

メンドーサ/
セントラル
ヴァレー

カサレナ

※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。

2020年　春のリカーセレクション

NO.007　世界周遊シャルドネ白ワイン6本セット

フランス・ブルゴーニュ地方原産のシャルドネは「白ワイン品種の女王」と称され、世界中
で広く栽培されています。気候や土壌、造り手の違いを色濃く反映したさまざまな味わい
を、存分にご堪能ください。

商品名

ヴァン・ド・フランス　シャルドネ

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

サンドバー・エステート　シャルドネ 

よく熟したリンゴ、白桃の香り。ナッツ、ココアのような香りもある。ジューシーな果実味を、しっかりとした酸が引き締めている。後味に
心地よい苦みが残る。

レ・オゼッレ　シャルドネ

酸がしっかりとしたシャルドネで、ほのかな苦味と優しい甘みがあり、てんぷらなどの和食と相性がよい白ワインです。

ミスィック　マウンテン　シャルドネ

カサレナワイナリーは、主要ワイン産地メンドーサ州で最も著名な、アルゼンチンで最初にマルベック種を栽培したルハン・
デ・クージョにあり、300ヘクタールの自園で毎年同様に高品質なワインを生産しています。色合いは明るいイエロー。柑橘系
の香りとジャスミンのニュアンスを感じる。ミネラル感を感じるフレッシュなワイン。

ブルゴーニュ　コート・シャロネーズ　シャルドネ 

瑞々しい飲み口と樽の香りが楽しめる辛口のシャルドネ。レモンやグレープフルーツのような柑橘類の果実味に、生き生きとし
た酸が感じられ、ジューシーな味わい。アフターに樽の香ばしさが感じられ、余韻は長い。

マーフィー・グードゥ　シャルドネ

果実感を前面に出した、混じり気のない味わいのスタイルのワインを作ります。樽は、まろやかさを出し、少しだけ豊潤さを加
えるためだけに使います。チキンカレー、シーフード料理他、色々な料理と合います。



 

国 地域 生産者名 画像

ドイツ モーゼル
ローゼンブラ
ザーズ

ドイツ ラインガウ
ブロイヤー・メ
アライン・ルン
デン

ドイツ ミッテルライン
ラッツェンベル
ガー

ドイツ モーゼル シュロスアラス

ドイツ バーデン ヴァスマー

ドイツ フォルツ ヴィラヴォルフ

※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。

2020年　春のリカーセレクション

No.008 注目のドイツワイン赤・白・ロゼスパークリングワイン6本セット

ドイツワインの素晴らしさを味わうなら、まずはリースリングとシュペート・ブルグンダー
（＝ピノ・ノワール）を。冷涼産地ならではの、ミネラル豊富でエレガントな味わいが堪能

できるセレクトです。

商品名

ドクター　L　リースリング　ドライ

レモンのような果実味を持つフレッシュ＆フルーティなドライリースリング。この価格帯ながら粘板岩土壌由来のミネラル分を
十分に感じることができる、コストパフォーマンス抜群のワイン。

リースリング　ベンチャー

ラインガウの西側、エストリッヒのメアラインで収穫したぶどうをブロイヤー醸造所の2人が監修。ブロイヤー経営のホテル、
リューデスハイマーシュロスのハウスワインにもなっている、カジュアルながらも中身の詰まったキレのあるリースリング。

シュティーガー　ザンクトヨースト　リースリング　カビネット　ファインヘルプ

バッハラッハ村のぶどうを使用した、醸造所のベーシッククラス。少しだけ甘みを残した造りだが、甘みはあまり感じず、果実
味が口いっぱいに広がる、ほんの少し苦みを感じるまろやかなリースリング。

ヴィラヴォルフ　シュペート・ブルグンダー

50％を大樽熟成、50％をステンレスタンクでの熟成。南ファルツ、森の麓の優良区画より収穫。この価格ながら、ピノ・ノワー
ルの繊細さと色気が感じられる、チャーミングで華やか、コストパフォーマンス抜群の赤ワイン。

ピノ・ノワール　ロゼ　ゼクト トロッケﾝ

ピノ・ノワールを使用した、フルーティで優しい果実味を持つ、飲みやすいタイプのロゼスパークリング。タンク内二次発酵。

マルクグレーフラーラント　シュペート・ブルグンダー

‘15はワインガイド「Vinum」にて最優秀コストパフォーマンス賞受賞。小樽での熟成。ピノ・ノワールに求められる果実味、
色気、まろやかさ、酸が、この価格ですべて揃っている、優等生ワイン。



 

国 地域 生産者名 画像

イタリア ピエモンテ
カンティーネ・
サン・シルヴェストロ

イタリア ピエモンテ
カーサ・ヴィニコラ・
ニコレッロ

イタリア ヴェネト
レ・ヴィッレ・
ディ・アンタネ

イタリア ピエモンテ サンテロ

イタリア トスカーナ
アジィエンダ・
アグリコーラ・
グラーティ

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

ディーレ　バルベーラ

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　ヴェトリチェ

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

ニコレッロ　バローロ

画像添付

深みのあるガーネット色にオレンジがかったエッジ。非常に均整のとれたボディにこなれた
タンニン。いきいきとした果実味が心地よく余韻も長く続く。

アマローネ・デッラ・ヴァルポリチェッラ

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。

2020年　春のリカーセレクション

No.009　バローロ・バルバレスコ・アマローネが
入ったD.O.C.G.赤ワイン5本セット

イタリア最高格付けとされるD.O.C.G.の上質な赤ワイン。
イタリアワインの王と呼ばれるバローロ、女王とされるバルバレスコに加えて、

アマローネやキャンティも入った5本セットです。

商品名

バルバレスコ　マーニョ

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。



 

国 地域 生産者名 画像

フランス ブルゴーニュ
ドメーヌ・オリ
ヴィエ・メール
ラン

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
メゾン・ジョセ
フ・ドルーアン

フランス ブルゴーニュ
ドメーヌ・シャ
ンソン

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

2020年　春のリカーセレクション

No.010　マコネ地区の村名クラス含むシャルドネ白ワイン5本セット

フランス・ブルゴーニュ地方にある「マコネ地区」のシャルドネを使用した、おすすめの白
ワイン5本をセレクト。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・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。

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

サン・ヴェランはブルゴーニュ南部のワインの中で「上品な花」といわれています。土壌はジュラ紀の粘土石灰岩質で、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。

マコン　ヴィラージュ

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。

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ます。フレッシュで味わいが深くよく馴染ん酸。ストラク
チャーがありフレッシュなワインです。



 

国 地域 生産者名 画像

フランス ローヌ
ミッシェル・
シャプティエ

フランス ローヌ
ミッシェル・
シャプティエ

フランス ローヌ
ミッシェル・
シャプティエ

フランス ローヌ
ミッシェル・
シャプティエ

フランス ローヌ
ミッシェル・
シャプティエ

※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。

2020年　春のリカーセレクション

No.011 〈M.シャプテイエ〉濃厚赤ワイン5本セット

しっかりした赤ワインを愉しみたい方へ、「パーカーポンイント」100点満点を47回獲得
したワイナリー〈M.シャプテイエ〉が造る赤ワイン5本セットです。肉料理とのマリアー

ジュをご堪能あれ。

商品名

クローズ・エルミタージュ　ルージュ　レ・メゾニエ

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

ジゴンダス　ルージュ

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

ラストー

コート・デュ・ローヌ地方南部に広がる、日照に恵まれた暑い地域で造られています。美しい深紅の色調。黒スグリ、ラズベ
リーなどの熟した果実のアロマが感じられ、ローヌ南部の暑い日差しを彷彿とさせます

コート・デュ・ローヌ　ルージュ　ベルルーシュ

グルナッシュとシラーをブレンドした、赤い果実の風味がたっぷりの、程よいボディを持った飲みやすい赤ワイン。シラーはベ
ルルーシュに良い骨格を与え、グルナッシュは丸みと繊細さ、花の香りを与えます

リュベロン　ルージュ　ラ・シボワーズ

紫の色調をもった輝きのある美しい赤色。コショウやナツメグのようなスパイシーな香りや、黒い果実の香りを合わせもった複
雑で繊細なアロマ



 

国 地域 生産者名 画像

ﾙｰﾏﾆｱ ﾑﾝﾃﾆｱ
ヴィル・
ブドゥレアスカ

ｷﾞﾘｼｬ
ｴｰｹﾞ海
の島々

ドメーヌ・
シガラス

ｼﾞｮｰｼﾞｱ ｶﾍﾃｨ
ヴァジアニ・
カンパニー

ﾙｰﾏﾆｱ ﾑﾝﾃﾆｱ
ヴィル・
ブドゥレアスカ

ｷﾞﾘｼｬ
ﾉｰｻﾞﾝ･
ｸﾞﾘｰｽ

キリ・ヤーニ

※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。

2020年　春のリカーセレクション

No.012　ワイン発祥の地ジョージアを含む
ヨーロッパ新興産地 赤・白ワイン5本セット

近年注目を集めているヨーロッパのおすすめワイン産地を厳選。
ワイン発祥の地とされるジョージアやサントリーニ島が有名なギリシャ、

東欧に位置するルーマニアも含む、ワインの世界を広げてくれるセットです。

商品名

プレミアム　タマイオアサ・ロマネアスカ　

画像添付

ジャスミンやエルダーフラワーの香りに、蜂蜜のヒント。爽やかな酸と、フレッシュなライ
ムを感じる果実味のバランスが良く、透明感のある味わい。

サントリーニ　アシルティコ

画像添付
ミカンやライム、白い花の豊かなアロマ。ミネラルが豊富で、ボリュームもあり、透明感の
ある柑橘果実、レモンの皮のようなスパイシーさも持ち合わせます。高い酸は熟成を予感さ
せます。

マカシヴィリ・ワイン・セラー　サペラヴィ

画像添付

深いルビーの色味と、品種由来の鮮烈なアロマを持ちます。ジューシーなカシスの凝縮感
に、適度なタンニンが寄り添い、心地よいフィニッシュを誘います。

ヴァイン・イン・フレイム　ピノ・ノワール

画像添付

香りはラズベリーやチェリー、黒コショウにヴァニラのニュアンス。酸は心地よく、ブラッ
クチェリーの果実味にまろやかなタンニンが感じられる。

カリ・リーザ

画像添付

樹齢60年以上の固有品種「クシノマヴロ」がうみ出す優美な世界。軽やかで、トマトやハー
バル且つアーシーな要素もあり、エキゾチックなアロマやエレガントな質感を持ちます。



 

国 地域 生産者名 画像

フランス ロワール
レ・テール・ブ
ランシュ

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 ロワール
セバスチャン・
リフォー

フランス ロワール
ベアトリス・
エ・パスカル・
ランベール

フランス ロワール
クレモン・
バロー

フランス ロワール マリー・チボー

※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。

グロロー

あのフランツ・ソーモンのパートナーであるマリー・チボーが樹齢70年のグロローを20hlのセメントタンクで10日間醸し、そ
のまま6ヶ月間発酵・熟成しSO2無添加で瓶詰めしました。パープルレッドの外観、香ばしさの後から紅茶の香りを感じます。
滑らかなタンニンが溶け込んだ、ほど良い熟成感に美しい旨味がいつまでも続くアフターの長さが印象的です。

ベル マチュリテ

ランベールが2009年から始めたネゴシアンものの1Lスタイルのカジュアルタイプの赤ワインです。カベルネフランを醸し後、
グラスファイバータンクで発酵、そのまま12ヶ月熟成しました。やや濁りのある赤紫の外観から、すみれや野草、森の香りを感
じます。生しぼりのフレッシュなアタック、煮詰めたラズベリージュースのエキスとタンニンのバランスも良く、食に寄り添う
味わいです。

エルブ ルージュ

元エノロジストのクレモンが、グロローとガメイを除梗せずにアッサンブラージュ後7日間醸し、デキュヴァージュ後のフリーラ
ンジュースを古樽で発酵・熟成、SO2無添加で瓶詰めしました。淡いルビー色、チェリーやプラムの香りを感じます。つるんと
したピュアな口あたり、タンニンが溶け込むジュースは酸とミネラルのバランス良く中程度のアフターが心地よい仕上がりで
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。

レ カルトロン

父エチエンヌの時代から続くスタンダードなサンセール、ステンレスタンクで発酵、そのまま24 ヶ月シュールリー熟成しまし
た。このキュヴェのみ瓶詰め時にSO2を10mg/L添加、軽く濾過し瓶詰めします。16年は前年に比べ少し暑く、アロマティック
なブドウに仕上がりグレープフルーツやライム、青りんごの香り、爽やかでシャープな味わいでサンセールらしさが増した印象
です。

2020年　春のリカーセレクション

No.013　ロワールの自然派ワイン　赤・白・スパークリングワイン6本セット

フランス・ロワール地方の自然派ワインは上質な酸と
ミネラルがたっぷり含まれています。山菜や菜の花

など、ほろ苦さを感じる春の食材との相性はぴったり。
ぜひマリアージュをお愉しみください。

商品名

ブリュット アンセストラル ブラン

メソッドアンセストラルで仕込んだ辛口スパークリングワインです。24時間のデブルバージュ後、セメントタンクで30日間発
酵、残糖21～22gで瓶詰めし瓶内二次発酵5週間・熟成7ヶ月を経てデゴルジュマンしました。ライトイエローの外観から、フ
レッシュなもぎたてリンゴのアロマ、レモンやライムの酸と少しのミネラル感が心地よく例年よりシャープな仕上がりとなって
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 ボルドー シャトー イタリア アブルッツォ パスクア

フランス ボルドー シャトー スペイン カタルーニャ ライマット

フランス
ラングドック
ルーション

カステル オーストラリア
サウス･イｰスタ
ン･オーストラリ

ア
ローズマウント

イタリア ヴェネト パスクア 南アフリカ 西ケープ州 KWV

イタリア プーリア パスクア チリ
コルチャグア・

ヴァレー
ヴィーニャ・カ
サ・シルヴァ

イタリア ピエモンテ リコッサ カリフォルニア カリフォルニア デ・ローチ

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

柔らかなタンニンといきいきとした酸、豊かな果実味のバランスに優れたエレガントな味わい 爽やかでスパイシーなアロマ、バランスが取れており、果実実たっぷりで複雑な味わい

バルベーラ　ダスティ ジンファンデル

濃い色調、熟したブドウの豊かな香り際立つふくよかな味わい 上品なタンニンと豊富な果実味が感じられ、心地よい余韻が楽しめる赤ワイン

ラパッシオ　プリミティーヴォ・デル・サレント コレクション　カルメネール

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 滑らかな舌ざわりとほどよいコク、長く心地よい余韻を存分にお楽しみ頂けます

レ・コレッツィオーニ　バルドリーノ クラシック・コレクション　カベルネ・ソーヴィニョン

べリー系の華やかな香りやフレッシュ感と同時に、しっかりした骨格も感じることができるワイン タンニンは柔らかく滑らかで、心地よい余韻も長く続きます

ロシュマゼ　ピノノワール ブレンド　カベルネ・メルロー

香ばしい香りとメルローを主体とする豊かな果実味が調和し、複雑でボリューム感のある味わい なめらかなタンニンが酸味と合わさり、余韻も長く続きます

シャトー　ブレジュ　 クラモール・ティント

2020年　春のリカーセレクション

NO.014 赤ワイン愛好家にぴったり世界７ヵ国の赤ワイン１２本セット

赤ワイン好きにぴったりの１２本セットです。フランス、イタリア、スペイン、オーストラリア、南アフリカ、チリ、アメリカの７ヵ国、
さまざまな地域の個性をお愉しみください。

商品名 商品名

花の香りとともに微かなスパイスの風味と赤い果実の風味、口あたりまろやかでバランスよい味わ
い

ソフトで丸みのあるタンニンが印象的で果実味豊富な飲みやすいワインに仕上がっています

シャトー　ラモット ＰＩＺＺＡ＆ＰＡＳＴＡ　モンテプルチアーノ



国 地域 生産者名 画像 国 地域 生産者名 画像

チリ
セントラル・
ヴァレー ビカール 南アフリカ

ウエスタン・
ケープ

ブティノ・
サウスアフリカ

イタリア トスカーナ
アジィエンダ・
アグリコーラ・
グラーティ

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 ムルシア バラオンダ ニュージーランド
サウス・
アイランド

アロハ・
ニュージーランド・

ワインズ

ポルトガル
アレンテー

ジョ
カザ・

レウヴァス
ドイツ モーゼル クロスター醸造所

オーストラリア
サウス・

オーストラリア
バートン・
ヴィンヤーズ

ハンガリー
トカイ・
ヘジアリャ

シャトー・デレスラ

アメリカ カリフォルニア
アイアンストーン・

ヴィンヤーズ ブルガリア
トラキアン・
ヴァレー

ミンコフ・ブラザーズ

※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。

ストーン・ヴァレー　カベルネ・ソーヴィニヨン

画像添付

サイクル　シャルドネ／コロンバール

画像添付

完熟果実の風味としっかりした骨格が美しいカベルネ・ソーヴィニヨン。微かなスパイスの風味が
熟した果実味と柔らかなタンニンとのバランスを引き立てます。飲み応えのある赤ワイン。

青リンゴや白桃のニュアンスが印象的な丸みのある白ワイン。
きれいな酸が心地よく、爽やかで果実味に溢れた余韻が続きます。

メタル　ザ・ブラック　シラーズ

画像添付

トカイ　フルミント　ドライ

画像添付

濃厚な色合いでブラックベリーやプラム、ローストした珈琲、オーク香のアロマを放ちます。
凝縮した芳醇な果実味と熟したタンニンを持ち、奥行のある濃厚な味わいの赤ワインです。

ハンガリーの代表的品種「フルミント」から造られる辛口白ワイン。
きれいな酸と柔らかな口当たりで非常にバランスが良い。

アトランティコ

画像添付

フロイデ　ツェラー　シュヴァルツェ・カッツ

画像添付

大航海時代を想わせる“大西洋”（アトランティコ）という名前の赤ワイン。
果実に由来するボディが豊かで、華やかなニュアンスを伴った新鮮な赤い果実の香りです。

「黒猫」のラベルで有名なモーゼル産の白ワイン。果実の持つ自然な甘さとキリッとした酸味が特徴で、
フルーティな味わいが多くの人々に愛されています。

カンポ・アリーバ

画像添付

ザ・スプリングス　ソーヴィニヨン・ブラン

画像添付

スペイン南東部、イエクラの品質をリードする造り手による、溌剌とした果実味の赤ワイン。
豊富な太陽を浴びて育った完熟ブドウだけを使用しているので、とてもジューシーです。

イラクサやパッションフルーツといった刺激的なアロマが広がるニュージーランド産のソーヴィニヨン・ブラン。
ミネラル感にも優れリッチでジューシーな極上の味わいを持つ白ワインです。

ロッソ・ディ・トスカーナ

画像添付

ラ・フォルジュ・エステイト　アンウッディド・シャルドネ

画像添付
ルフィナで5世代に亘りキアンティを造る名門グラーティ家の高品質I.G.T.（地域特性表示ワイン）

です。程よい酸味とやや軽めのコクが実に上手く調和しています。
異なる特徴を持つ畑のシャルドネを別々に醸造し、澱と共に数カ月熟成させることから、
スッキリと爽快かつ複雑味のあるアンウッディドになります。和食との相性も抜群です。

2020年　春のリカーセレクション

No.015　世界各地に想いを馳せて　12カ国周遊赤・白ワイン12本セット

フランスやイタリア・スペインといった伝統国はもちろん、新世界からアメリカ、ニュージーランド、オーストラリア、チリに加え、
ハンガリーの白ワインなど珍しい国のワインも入った12本セットです。

商品名 商品名

デル・スール　カベルネ・ソーヴィニヨン　レセルバ

画像添付

ケープ・ハイツ　カベルネ・ソーヴィニヨン

画像添付
濃厚なカシスやベリーのアロマとバニラやチョコ、スパイス香。深みと奥行のある本格派の赤ワイン。

エレガントな口当たりで、心地よいオーク香が広がる一歩秀でたバリューカベルネです。
ブドウ本来の果実味が楽しめる赤ワイン。森林の葉やカシス、ブラックベリーなどの黒果実のフレーバーを持ちます。

新鮮果実の瑞々しい個性も感じられる心地よいカベルネです。



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 アストリア 南アフリカ
ウエスタンケー

プ
オーバーヘックス

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

リスパル
ジュリー

イタリア ヴェネト
マスティオ・
デッラ・ロッ

ジア
フランス ボルドー

アライアンス
ヴァン

スペイン ペネデス
ペレ

ベントゥーラ
ドイツ ナーエ

ジョセフ
ドラーテン

スペイン ペネデス
ペレ

ベントゥーラ
チリ

セントラル・
ヴァレー

VD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。

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。青リンゴ、白桃を想わせるフレッシュでアロマティックな香り
に、アカシアやミネラル、トーストなどのアロマが広がる。口当たりは柔らかく、豊潤な果実味に
繊細でクリーミーな泡が溶け込み、滑らかな酸味と旨味、苦味の余韻が心地よい、生き生きとした

味わい。

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。

プロセッコ　DOC　エクストラ・ドライ バランス　スパークリング　ピノ・タージュ

2020年　春のリカーセレクション

No.016　世界のスパークリングワイン　飲み比べ10本セット

お花見やお祝い事など、賑やかな行事が多い春にぴったりな、スパークリングワイン10本をセットにしました。
赤・白・ロゼ混在で、泡ライフをバラエティー豊かに彩ります。

商品名 商品名

「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。

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。

グラン・キュヴェ　スプマンテ・ブリュット ルイ・レオナール　ブラン・ド・ブラン

「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。

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。

グラン・キュヴェ　スプマンテ・ロゼ ジャン・アルシャンボー ブラン・ド・ブラン

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。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。

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。

モナ　カバ　ブリュット リースリング・スパークリング エクストラ・ドライ

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。

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。

プリメール　カバ　ロゼ　エクストラ・ドライ ロンジチュード スパークリング ブリュット



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

ジョセフヴェ
ルディ

フランス
コートデュロー
ヌ

ヴィノーブルエコ
ンパニ

フランス
ロゼドロ
ワール

ジョセフヴェ
ルディ

フランス
コスティエール
ドニーム

ヴィノーブルエコ
ンパニ

フランス ボルドー
シャトーク
ルーゾン

フランス ヴァントゥ マレノン

フランス ボルドー
シャトーベル
シュトー

フランス ペリゴール ロワデュペリゴール

フランス ボルドー
シャトール
フォー

フランス ボルドー
シャトーパ
リーヌ

※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。

シャトーパリーヌ

淡いピンク色、フレッシュでフルーティーなノーズ、フレッシュなフルーツのアロマと心地よい酸
味

シャトールフォー　ロゼ

フレッシュフル－つのアロマ、わずかに微発泡

シャトーベルシュトー　ロゼ オクリス　ロゼ

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 ベリーのようなピンク色、溌剌とした酸味を感じさせつつ、なめらかでソフトな印象の味わい。

シャトークルーゾン　ロゼ オクリス　ロゼ

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」 ピンクのローブ、赤果実の香り

ヴェッソンロワ　ロゼ シャトーデソス　ロゼ

ズベリーピンク、力強い熟した小粒の赤果実の香り ホワイトピーチやシトラスの香り

2020年　春のリカーセレクション

No.017　フランス各地からロゼワイン10本セット

フランス語でバラ色を意味する「ロゼ」。
その名の通り、華やかな見た目も相まって人気のロゼワインをフランス各地からセレクトしました。

最近白では物足りない、赤だと重すぎる、そんなあなたにおすすめのセットです。

商品名 商品名

ドメーヌデイリス　ロゼ レコンベール　ロゼ

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



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

イタリア ピエモンテ サンテロ

フランス -
クリテール・
ブリュット・
ド・ブリュット

イタリア ヴェネト
ヴィニコラ・

セレナ

フランス - ソレヴィ

スペイン バレンシア
ビセンテ・
ガンディア

スペイン カタルーニャ
マルケス・デ・
モニストロル

スペイン カタルーニャ
ジョゼップ・
マザックス

※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。

ボーモン　グランド・レゼルヴ　ブリュット

画像添付

サンテロ　ブラック　ブリュット

画像添付
フルーティでまろやかな優雅さが際立つ、きめ細かな泡立ちのシャンパーニュ。

熟した果実のアロマと柑橘類のフレッシュな風味が心地よく、後味はスッキリとしています。
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。

2020年　春のリカーセレクション

No.020　シャンパーニュも含む　旧世界3カ国辛口スパークリングワイン8本セット

伝統国フランス、イタリア、スペイン3か国のスパークリングワインのセットです。シャンパーニュのほか、人気のカバやキレのあるヴァン・ムスーな
ど、

辛口スパークリングワインをご堪能ください。

商品名 商品名

ヴーヴ・デュ・ヴェルネ　ブリュット

画像添付

グラン・キュヴェ　スプマンテ　エクストラ・ドライ

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。
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。

ヴーヴ・ノワール　ブリュット

画像添付

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

オヤ・デ・カデナス　カバ　ブルット・ナトゥーレ

画像添付

バレンシア地方で育まれるやさしい口当たりと柑橘系のフレッシュな香りを伴った
瓶内二次醗酵のスパークリングワイン。アペリティフに最適です。

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。

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。



 

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
グラシアン・
エ・メイエ

フランス アルザス
ジョセフ・グリュ
ス・エ・フィ

フランス ブルゴーニュ
ドメーヌ・グラ
シュー・シュ
ヴァリエ

フランス ブルゴーニュ ヴーヴ・アンバル

※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。

2020年　春のリカーセレクション

No.0２１　人気のフレンチ・スパークリング「クレマン」飲みくらべ5本セット

シャンパーニュと同一の製法（瓶内二次発酵）で造られる｢クレマン｣の飲みくらべ5本セッ
トです。上品で繊細なロゼのスパークリングは、美しいピンク色で春の食卓をグッと鮮やか

に彩ります。

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

クレマン・ド・ロワール・ロゼ

商品名

美しいサーモンピンク。クリーミーな泡立ちです。イチゴやラズベリーのブーケ、フレッシュでフルーティ―な香りが長く続
き、リフレッシュしてくれます。

果実味が豊で新鮮さが際立つピュアな味わいのクレマン。

クレマン・ド・ロワール ブリュット ロ
ゼ

クレマン ダルザス　エクストラ・ブリュット

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

クレマン・ド・ブルゴーニュNo.1の名門がブルゴーニュのぶどう4品種を見事に調和!!上品な酸とふくよかな味わい、フレッシュ
且つ長い余韻が感じられます。

クレマン・ド・ブルゴーニュ

クレマン・ド・ブルゴーニュ グラン・キュヴェ



 

国 地域 生産者名 画像

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・
オー・バタイエ

フランス ボルドー
シャトー・グリュ
オ・ラローズ

フランス ボルドー
シャトー・デ・
グラヴィエール

フランス ボルドー
シャトー・ド・
フューザル

フランス ボルドー
シャトー・
クーテット

※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。

サンテミリオンの抜群の立地で400年続くダヴィド・ボーリュー家の家族経営シャトー。400年一度も農薬を使用していない
奇跡的な畑から造られる魅惑的なワインです。

マルゴー村アルサックでワイン造りに励むクリストフ・ランドリー氏所有のシャトー。
格付け畑に囲まれる地で生命力に満ちたワインを生み出す注目のアルティザン（職人）です。

ナポレオンから譲り受けた蜂（ラベイユ）を冠したペサック・レオニャン格付CH・ド・フューザルのセカンド・ラベルです。
グラーヴらしい骨格とエレガントな果実味が魅力です。

シャトー・デ・グラヴィエール2015

ラベイユ・ド・フューザル・ルージュ2014

シャトー・クーテット 2014

ポイヤックの名門ボリー家の格付け5級シャトー・オー・バタイエのセカンドラベルです。
新樽５０％のファースト並みの造りでコストパフォーマンス抜群です。

アーティスト・ジェラール・ピュヴィス氏のデザインをあしらったサンジュリアン２級シャトー・グリュオ・ラローズの
もう一つのセカンドラベルです。

シャトー・ラ・トゥール・ラスピック2013

ラローズ・ド・グリュオー2013

2020年　春のリカーセレクション

NO.022 ボルドー地方格付けエリア周遊赤ワイン6本セット

ボルドー地方の格付けシャトーが軒を連ねるメドック、ペサック・レオニャン、サンテミリ
オンの3地区。そこでテロワールに向き合い、真摯にワイン造りをしている生産者をご紹介

する贅沢な6本セットです。

ハートラベルが特徴的な格付け３級シャトー・カロン・セギュールのセカンドワインです。
豊かな果実味と凝縮感のある2014年ヴィンテージです。

ル・マルキ・ド・カロン・セギュール2014

商品名



 

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
ジャック・
フレラン

フランス ローヌ
ミッシェル・
シャプティエ

イタリア アブルッツオ グランサッソ

フランス ブルゴーニュ
メゾン・フラン
ソワ・ド・ニコ
ライ

イタリア プーリア
ファーマーズ
マーケット

※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。

2020年　春のリカーセレクション

No.023　自然派おしゃれ 赤・白ワイン6本セット

ワインの味わい、品種、産地などセレクトする基準はさまざまですが、こだわりのおしゃれ
ラベルワインにもチャレンジしてみてはいかがでしょうか。華やかなお食事会の多い春に

は、話のネタにももってこいです。

商品名

ピナップ ド ジャニーニ

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

エリソン マラン

モンペリエのネゴシアンが供給する無農薬ブドウ且つSO2無添加でこの価格、環境保全と生物多様性の象徴でもあるハリネズミ
をラベルに冠しました。シャルドネを直接的圧搾しステンレスタンクで発酵後、そのままシュールリー熟成しました。クリーム
色の外観から、バナナやパイナップルの香り、果実味たっぷりの口あたりで、フルーティーな甘さと酸のバランスが素晴らしい
出来栄えです。

ヴィオニエ　コトー・ド・ラルデッシュ　ドメーヌ・デ・グランジュ・ド・ミラベル　ビオ

最初のブドウは１９９７年に植えられ、現在はヴィオニエだけをビオディナミ農法で栽培。アプリコットやスモモを食べている
ような果実の味わいが特徴です。

ファーマーズマーケット

南イタリアの太陽をたっぷりと浴びて育った有機ブドウから造られた赤ワイン。ブドウ栽培･ワイン醸造どちらの過程でも動物性
原料を使用しない、ヴィーガンの認証を受けています。スパイス、レッドチェリーがバランスよく感じられ、まろやかな余韻が
長く続きます。

モンテプルチアーノ・ダブルッツォ　オーガニック

グラン・サッソは土着品種であるモンテプルチアーノを１００％使用し、オーガニックワインを新発売しました。２０１６年が
ファーストヴィンテージで、豊かな果実味、ほどよい樽のニュアンスがあり、気軽に楽しめるオーガニックワインです

モエ・エ・シャンドンの創業一族 「フランソワ・ド・ニコライ」が造る 自然派ボージョレ 。たっぷり楽しめる、1000mlサイ
ズ。 ふっくらとした果実味、体に染み込む 滋味深い味わい。

ボージョレー・キュヴェ・デ・ボー・ジュール



 

国 地域 生産者名 画像

フランス ブルゴーニュ ラ・シャブリジェンヌ

フランス ボルドー シャトー元詰

フランス シュッド・ウエスト ドメーヌ・コアペ

フランス アルザス
ドメーヌ・
アルベール・マン

フランス ロワール
ドメーヌ・
メリオー

※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。

2020年　春のリカーセレクション

No.024　春野菜に合わせて
シャブリも入ったフランス産地別白ワイン5本セット

春の食材とのマリアージュにおすすめの白ワインを、産地別でご用意。
シャブリやボルドー産、アルザスの辛口リースリングに

ロワールのソーヴィニヨン・ブラン、珍しいジュランソンの辛口も
入った5本セットです。

商品名

シャブリ　ラ・ピエレレ

画像添付
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。

シャトー・ピエライユ　白

画像添付

17世紀から続く歴史あるシャトー。ソーヴィニヨン・ブランの香り高さに、
グリが与える丸みと繊細さが心地良い。ボルドー白のお手本のようなワインです。

シャン・デ・ウ゛ィーニュ　ジュランソン

画像添付

ジュランソンで突出した実力をもつドメーヌ・コアペの造る辛口の白。
アロマも味わいも清涼感に満ち溢れ、グレープフルーツや夏みかんの味わいを感じます。

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。

トゥーレーヌ　ラルパン　白

画像添付

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。



国 地域 生産者名 画像 国 地域 生産者名 画像

アルゼンチ
ン

メンドーサボデガス　エスメラルダ フランス
ラングドック・

ルーション
ジェラ－ル　ベルトラン

フランス
ラングドッ
ク・ルー
ション

ドメ－ヌ　ド　オ－シエ－ル アメリカ ワシントンシャト－　サン　ミッシェル

チリ - ロス　ウ゛ァスコス チリ アコンカグア ラポスト－ル

アメリカ ワシントンスティムソン　エステ－ト　セラ－ズ フランス ブルゴーニュ ドメ－ヌ　ベルサン

アルゼンチ
ン

メンドーサ カテナ イタリア
フリウリ・

ウ゛ェネツィア
ジュ－リア

ウ゛ィラ　ルシッツ

※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。

3代目ニコラスは2009年にDecanter誌のマンオブザイヤーに南米で初選出。国内外の高い評価で
アルゼンチンプレミアムワイナリーとして知られています。トロピカルフルーツや桃を思わせるフ

レーバーとアロマ、バランスの取れた心地良い酸味。

1869年にフランス人セオドア デ ラ トゥールが設立。第一次世界大戦後､所有地をイタリア政府に寄付し、ワ
イナリー内に孤児院が併設。トーストや完熟したりんごや洋ナシのようなリッチな香り。ヴォリューム感のあ

る口当たりで、芳醇な味わい。果実の味わいが豊かに広がり、余韻も長く広がります。

アラモス　シャルドネ シャルドネ　コッリオ

長い日照と冷涼な夜に恵まれ、凝縮したフレーバーとアロマをそなえるブドウを、カジュアルなス
タイルに仕上げたシリーズ。熟したりんごやメロンを思わせるアロマに、キャラメルのヒント。爽

やかな酸味が焦がしたオークとバランスを保ちます。

サン・ブリでも最も名の知られた生産者のひとつ。ワインの熟成に最適な条件を備えた、11-12世紀に建てら
れたと言われるセラーを持ち、豊かな果実味とアロマを持つワインを造っています。豊かな果実味と適度な酸

味とよく調和しています。余韻にミネラルを思わせる味わいがあり、親しみ易いワインです。

シャルドネ ブルゴ－ニュ　コ－ト　ド－セ－ル　シャルドネ

ラフィットグループがチリでファインワインをつくるという開拓の志のもと、1988年から所有。
シャルドネ特有のヘーゼルナッツを思わせる香り。口に含むとリッチで、しかもフレッシュで心地

よい果実味が広がり、しっかりした構成と長い余韻が感じられます。

ラポストールは1994年グランマルニエの創業者のひ孫が創設したワイナリーで、フランスでのワイン造りの
経験を活かしながら、チリのテロワールを表現しています。新鮮なトロピカルフルーツを思わせる印象的な香

り。活き活きとした酸味と長い余韻を兼ね備えた豊かな味わい。前菜、

シャルドネ ラポスト－ル　シャルドネ

ローマ時代からブドウ造りが行われるオーシエールをシャトー ラフィット ロートシルトを筆頭とす
るドメーヌ バロン ド ロートシルト(DBR)が1999年から所有。白い花や果実の香り。フレッシュ

で凝縮感あふれる味わいで、心地よい余韻が楽しめるワイン。

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、管理する畑(総面積約1420ha)、サスティナブル農
法を実践。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。明

るい酸味と、かすかなスパイス、 オークのバランスが取れています。

オ－シエ－ル　シャルドネ コロンビア　ウ゛ァレ－　シャルドネ

2020年　春のリカーセレクション

No.025　世界のシャルドネ飲み比べ白10本セット

人気の白ブドウ品種「シャルドネ」だけを使った辛口白ワインを世界各国から集めました。デイリーに飲むには最適でお得なセットです。

商品名 商品名

カテナ家が経営するアルゼンチンでも有数のワイナリー。熟したトロピカルフルーツ、ほのかな柑
橘系果実や花を思わせる香り。まろやかでリッチ、洋ナシやイチジクのジャムのような風味に、バ

ニラなどのスパイス、いきいきとした酸のあるフルーティなワイン。

ラングドック・ルーションエリアへの明確なビジョンのもと、世界160カ国に輸出して名声を得ています。洋
梨、マンゴーの香りにグレープフルーツやオレンジの花など柑橘系のニュアンス。綺麗な酸、フレッシュな果

実味がバランスが良くとれていて食事と合わせやすい南仏のシャルドネです。

ティリア　シャルドネ レゼルウ゛　スペシアル　シャルドネ　



国 地域 生産者名 画像 国 地域 生産者名 画像

フランス 南仏
メゾン　シャ
ンベルメイユ

イタリア ロンバルディア ロッカ　グランデ

フランス 南仏
メゾン　シャ
ンベルメイユ

アルゼンチ
ン

メンドーサ/セン
トラルヴァレー

ＳＵＲラティノア
メリカーノS.A

モルドバ
ジターナワイ

ナリー
チリ マウルヴァレー ヴァッレ・フリオ

スペイン ペネデス トーレス チリ マウルヴァレー ヴァッレ・フリオ

イタリア フリウリ
ヴァルヴィ

ティス
オーストラ

リア
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。

ヴァン　ド　フランス　メルロ クロアティーナ　IGT

外観は、輝きと艶のあるガーネット色。カシスやブラックベリーなどの黒味を帯びた果実の香りとシナモン、黒こしょうな
どのスパイスの香り。柔らかでシルキーな味わい。ステーキやすき焼きなどの牛肉料理やブルーチーズやハードタイプの
チーズに良く合います。

ブルーベリーのような果実とスパイシーな香り。しなやかで肉厚な果実味と酸による構成のしっかりしたワイ
ン

2020年　春のリカーセレクション

NO.026　世界の濃厚赤ワインのみくらべ10本セット

フランス、イタリア、スペイン、チリ、オーストラリアなど、世界のワイン産地の濃厚重口タイプの赤ワインを集めました。しっかりとした味わいを、お
肉料理に合わせて是非お愉しみください。

商品名 商品名

ヴァン　ド　フランス　カベルネ　ソーヴィニヨン＆メルロ ポンチョ　アルゼンチーノ　マルヴェック

カシスやブラックカラントの香りとクロコショウ、ナツメグなどのスパイスの香り。シルキーな味わいでお肉
にぴったりのワイン。

完熟したブラックベリーやカシスの果実味があり、柔らかく丸みをおびた果実が感じられます。

ルース　デ　ジターナ　レッド カベルネソーヴィニョン

15日間オーク樽で熟成後、ステンレスタンクで熟成。ブラックベリーやコーヒー豆の香ばしい香りを感じ取れます。複雑
なストラクチャーの中にやわらかなタンニンを感じます。提供温度は16-18℃くらいがおすすめで、ローストしたお肉や
濃厚なチーズとよく合います。

深みのあるルビー色。フレッシュな赤い果実のアロマに、タバコ、シナモン、ヴァニラ、ロースト・アーモン
ド、木樽のニュアンスを伴う香り。エレガントで、熟れたタンニン、非常にバランスが良く、複雑味を備え、
長いフィニッシュへと続く。

マスラベル　ティント カルメネール

トーレス、「マスラベル」はトーレス社の畑の真ん中にある歴史的な中世の農家を改装したプライ
ヴェート・レストラン専用のワインとして造られました。深い深紅色の外観、ブラックベリーのよ
うな果実や、リコリスなどのスパイスの魅力的なフレーヴァ―。しなやかなタンニンをもち、バラ
ンスの良い味わいと余韻が楽しめます。

赤い果実のジューシーな味わい、とてもバランスが良い。カルメネールの良さがしっかりと引き出されてい
る。

レフォスコ ダル ペドゥンコロ ロッソ グラーヴェ デル フ
リウリ

ヤミー 　シラーズ

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

熟した黒系果実のエレガントなキャラクターに始まり、ダークチョコレート、ブラックカラントとマルベ
リー、奥底には焦がした杉の木の香りがします。熟したプラムやブラックベリーの味わいに、繊細なオークと
滑らかなタンニンが溶け込んでいます。



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 カネッラ イタリア プーリア
アンティカ・パ

ナセア

イタリア トスカーナ カヴァリエレ イタリア プーリア サンヴィート

イタリア ラツィオ ボルジェーゼ イタリア
トレンティー
ノ・アルト・
アディジェ

コルタッチャ

イタリア アブルッツォ オルトーナ イタリア ピエモンテ ラ・クエルチャ

イタリア ヴェネト
コルテ・モス

キーナ
イタリア アブルッツォ ラ・クエルチャ

イタリア シチリア サンヴィート イタリア ピエモンテ カーサ・ジレッリ

※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。

ヴァルドッビアーデネ丘陵地帯で収穫されたブドウのみを使用したヴィンテージ付きのプロセッコ。
熟れた柑橘系フルーツの香り。ボディのあるふくよかな味わいは少し高めの温度で愉しみたい。

ダークチェリーやプラムのアロマにスパイスのニュアンス。
凝縮した果実味とすっきりとした酸味のバランス取れた味わい。

プロセッコ・スペリオーレ・ヴァルドッビアーデネ
ミレジマート

サンジョヴェーゼ

2020年　春のリカーセレクション

No.027　バローロ含む土着１２品種で巡るイタリア産　赤・白・スパークリングワイン１２本セット

かつて小国の集まりだったイタリアは、各地に根付いた土着品種の宝庫。
穏やかなタンニンが印象的で人気のバローロを含む、

イタリア北から南まで代表的な１２の土着品種をチョイスしたセットです。

商品名 商品名

白いお花や少し蜜っぽい香り。柑橘系フルーツの熟れたニュアンスに、いきいきとした酸、
フィニッシュにアーモンドのような雰囲気を持つ。

南の産地らしい果実味が印象的で、スパイシーかつふくよかな口当たり。
細かいタンニンが特徴的で、凝縮感のある親しみやすい味わい。

ヴェルナッチャ・ディ・サンジミニャーノ ネグロアマーロ

完熟メロンやグレープフルーツなどの香り。フリーランとソフトプレスの果汁から造られた
フルーティーで旨みのある味わい。

小粒の赤い果実とかすかなハーブの香りにシルキーなタンニンが印象的でエレガント。

フラスカーティ スキアーヴァ・グリージア

よく熟したフルーツと白いお花のような香り。酸味は穏やかで厚みのあるボディーが印象的。 赤い果実の香りに冷涼地らしい綺麗な酸味。上品でバランスの取れた味わい。

ドンナ・ミーラ　トレッビアーノ・ダブルッツォ ピエモンテ・バルベーラ

熟れた柑橘系と少し草っぽい香り、ミネラル感と酸のしっかりとしたエレガントな味わい。
口当たりからしっかりとしたタンニンの力強さを感じる。

舌の上での厚みと凝縮感が印象的。

ソアーヴェ　ロンカテ モンテプルチアーノ・ダブルッツォ

熟した桃やトロピカルフルーツのアロマ。
フルーティーさと綺麗な酸とのバランスが良い爽やかな味わい。

異なる３つの畑から収穫されたネッビオーロ種を巧みにブレンド。
穏やかなタンニンが印象的でモダンなスタイル。

グリッロ バローロ　アンタリオ



 

国 地域 生産者名 画像

スペイン リオハ
ボデガス・ビル
バイナス

スペイン ペネデス
アレマイン・イ
・コッリオ

スペイン カラタユド
ボデガス・サン・
アレハンドロ

スペイン
リアス・
バイシャス

コーペラティ
バ・ビティビニ
コラ・アロウサ
ナ

スペイン フミーリャ ビネルヒア

スペイン ルエダ ビネルヒア

※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。

2020年　春のリカーセレクション

No.028　スペイン　品種別飲み比べ赤・白ワイン6本セット

伝統的なワイン生産国でありながら今だ進化を続けるスペインのワインを牽引している
個性的な品種別のワインを集めました。

これを飲めばスペインワイン好きになること請け合いのディープな6本セットです。

調和のとれたガーネットチェリーとすみれ色。熟した果実とシナモンのアロマがあります。柔軟なボディ。やさしい舌さわりで
程よい長さの余韻。クリアンサの特徴が良く表れているワインです。

エデラ　クリアンサ

商品名

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

美しい紫色。セパージュは１００％ガルナッチャで、カシスやワイルドチェリーのチャーミングな香り、スパイシーさやミネラ
ルも感じられます。なめらかで非常にフルーティー、余韻に果実味が残る繊細な味わいがあります。

プリンシピア　マテマティカ

エヴォディア

マラクヤやパイナップルなどのトロピカルフルーツの繊細な香りにアニスや青リンゴのニュアンスも。非常に心地よい味わい
で、柑橘系のフレッシュなニュアンスにほのかな苦味が長めの余韻をもたらしてくれます。

縁が緑がかったクリーンなストローイエロー。香りが豊かで複雑。柑橘類、青リンゴなどの果実香、バジルなどのハーブ香にフ
ローラルさも。イキイキした酸に支えられ、非常にフレッシュな味わい。しっかりしたボディと心地よい香りを口の中で感じ
る。品種特性のエレガントさもあり、またミネラルも感じられ、余韻が長い。スタイリッシュで果実味豊かなモダンなアルバ
リーニョ、世界中で人気を博す同ワイナリーのフラッグシップアイテムです。

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

パコ・イ・ロラ

カンポス・デ・リスカ

カンポス・デ・スエーニョス



 

国 地域 生産者名 画像

アメリカ
カリフォルニ
ア

ドミナス・エス
テート

フランス ボルドー
 シャトー・ネナ
ン

ドイツ リーデル

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

フューグ・ド・ネナン

熟したプラムやブラックチェリーなどの黒果実系の甘くジューシーなアロマと、なめし革やコーヒーなどのブーケが立ち上りま
す。奥深い果実味と程よく低めの酸のバランスが絶妙であり、熟成由来の複雑味に満ちた余韻が長く続きます。今飲むのにピッ
タリな飲み頃のボルドー右岸ワイン。普段、あまり右岸を召し上がらない方にも是非堪能していただきたい1本です。

＜デキャンタ＞パフォーマンス

初心者の方にもお使いいただきやすいベーシックなフォルムながら、光学効果を取り入れた美しい輝きで独特の存在感を放ちま
す。ワインボトルから優雅な光を放つデカンタへ、細く、美しく流れ落ちるワインの様子は、味わう楽しみに加え、視覚の喜び
も添えてくれます。ご自宅でもベストコンディションでワインを丁寧に楽しみたいという方や、デーブルコーディネートにアク
セントを添えたい方へもおすすめです。

2020年　春のリカーセレクション

No.029　＜リーデル＞デキャンタ＆フルボディ赤ワイン2本セット

＜リーデル＞とのコラボレーションセットがリカーセレクションで初登場。ご愛飲のワイン
をボトルからでなはく一度デキャンタへ注ぐだけでも、また違った表情へ。味わいや香りの
愉しみ方の幅を広げてみてはいかがでしょうか。

商品名

オテロ

2015年のオテロは、ジェームス・サックリングにて94点の高評価を獲得。ジェームス・サックリング氏が「オテロ史上最高の
美味しさ！」と大絶賛のヴィンテージです。濃縮した黒系果実のアロマにマッシュルームの香りが重なり、アーシーなニュアン
スを生み出します。口当たりは、パワフルかつ繊細な味わいが印象的。旨味を伴うジューシーな酸とキメ細やかなタンニンが驚
くほどに滑らかで、圧倒される仕上がりです。



 

国 地域 生産者名 画像

フランス ブルゴーニュ
ロシニョール・
トラペ

ドイツ リーデル

※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。

<リーデル・オー> ピノ・ノワール/ネッビオーロ(2個入)

カジュアルにワインを楽しめる画期的な脚なしワインタンブラー<リーデル・オー シリーズ>から、女性に人気のピノ・ノワール
用グラスの登場です。

2020年　春のリカーセレクション

No.030　＜リーデル＞ワインタンブラー＆ブルゴーニュ赤ワインセット

カジュアルにワインを嗜むことができる、ステム無しのワインタンブラーとピノ・ノワール
ワインをセットにいたしました。ダイニングでも、ソファでもゆったりとくつろぎながら自
由なスタイルでワインをお愉しみください。

商品名

ボーヌ レ・マリアージュ

サクランボやイチゴのキャンディのような甘やかなアロマに、オレンジピールやミネラルのニュアンスが漂います。口の中で広
がっていく、豊潤な果実味と滑らかなタンニン、そして上質な酸味が見事に調和。ミネラル感が長く美しい余韻を残します。マ
リアージュの名にふさわしい、優雅な仕上がりです。



 

国 地域 生産者名 画像

フランス ブルゴーニュ
オリヴィエ・ル
フレーヴ

ドイツ リーデル

※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。

<リーデル・オー> ヴィオニエ/シャルドネ(2個入)

しっかりとした酸味と豊かなミネラル分をもった白ワインに。適度なすぼまりによって、ワインの持つ様々な味わいの要素をバ
ランスよく楽しめ、辛口白ワイン用のグラスとして幅広くお使いいただけます。

2020年　春のリカーセレクション

No.031　＜リーデル＞ワインタンブラー＆ブルゴーニュシャルドネ白ワインセット

ワインの香りや味わいはそのままに、気軽にお使いいただけるワインタンブラーとシャルド
ネのセットをご紹介。小型で軽量な上に耐久性も優れており、お花見やピクニックなど持ち
運びにも便利です。

商品名

シャサーニュ・モンラッシェ

ドメーヌ・ルフレーヴより独立した、ピュリニー・モンラッシェに居を構えるドメーヌ兼ネゴシアンのオリヴィエ・ルフレー
ヴ。アベイ・ド・モルジョはシャサーニュ・モンラッシェに属する一級畑です。鉄分を含んだ赤い土壌によって生まれるしっか
りとした骨格とエレガントな酸とのバランスが素晴らしい一本。



 

国 地域 生産者名 画像

フランス
　ブルゴー
ニュ

ドメーヌ　ギィ
ロバン

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

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

2020年　春のリカーセレクション

No.0３２　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
イ・フュイッセとブルゴーニュ銘醸地の村名クラスをセレクトしました。

土地によって異なる個性をお愉しみください。

商品名

シャブリ

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。ミネラルを感じる骨格が余韻にまで広がります。

ムルソー

花の香りとスパイシーなニュアンス。デリケートなオークのノート。芳醇で深みがあり魅力的。エキゾチックフルーツの香り、
酸と樽香のバランスが素晴らしい味わいです。

プイイ・フュイッセ

黄金の反射光を持つプイイ・フュイッセはとても繊細なワインです。土壌の性質が、ヘーゼルナッツや煎ったアーモンドのよう
な香りを増幅させます。



 

国 地域 生産者名 画像

アメリカ
カリフォルニア

ｻﾝﾀﾊﾞｰﾊﾞﾗ
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

アメリカ
カリフォルニア
ナパ・ヴァレー

クロ　デュ　ヴァル

※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。

2020年　春のリカーセレクション

No.033　カリフォルニア人気ワイナリー　ピノ・ノワール３本セット

ロバート・パーカーより「ベスト・ワイナリー・オブ・ザ・イヤー」に選出された「オーボン
クリマ」、カリフォルニアのロマネ・コンティ「カレラ」、パリ・テイスティングでトップに

選出された「クロ・デュ・ヴァル」の人気アイテム３本セット。

ジム・クレンデネンが限定ラベルのために厳選したぶどうを使用。熟したラズベリーなどの芳香な香りに、心地よい花々のニュアンス
が層になって現れ、柔らかなタンニンや大地の香りを感じられる奥深いワインです。

オーボン　クリマ　ピノノワール　ツバキラベル　

商品名

自社畑のぶどうがブレンドされており、ラズベリーやチェリー、若干感じられるジビエの野生的な香りが複雑に絡み合います。クリー
ミーさも感じられる見事なバランスのとれた逸品です。

ベリーやスパイスなどの香り、樽の風味もよく調和しているワイン。柔らかなタンニンと良質な酸をお愉しみいただける逸品です。

カレラ　ジョシュ　ジェンセン　セレクション　ピノノワール

クロ　デュ　ヴァル　エステート　カーネロス　ピノノワール



 

国 地域 生産者名 画像

イタリア トスカーナ  セッテ・チエリ

イタリア アブルッツォ フォンテフィーコ

イタリア プーリア タガーロ

イタリア シチリア
テヌーテ・オレ
スティアディ

※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。

2020年　春のリカーセレクション

No.034　イタリア濃厚コク旨赤ワイン4本セット

国際品種から土着品種までさまざまなぶどうを厳選し、濃厚な味わいながら料理を支える繊
細なボディが魅力的なワインをセレクトしました。多種多様なイタリアならではの個性溢れ
るワインをお愉しみください。

カシスやスパイスの香り。濃厚ながら綺麗な酸味がクセになる。年産15,000本と大変貴重なワイン。

トスカーナ ロッソ “ヤントラ”

商品名

チェリーやブラックベリーの香り。なめらかで凝縮した果実味。満足度が高くキレイに仕上がっています。

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

モンテプルチャーノ・ダブルッツォ 

プリミティーヴォ・ディ・マンドゥーリア　ピニャターロ　プリミティーヴォ

ジャムのような凝縮した果実が特徴的。赤系果実やスパイスなど、エレガント且つ華やかな味わい｡

テッレ・シチリアーネ モリーノ・ア・ヴェント ネレッロ・マスカレーゼ



 

国 地域 生産者名 画像

イタリア トスカーナ
カステッロ・

ディ・ヴェラッ
ツァーノ

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 トスカーナ マキャヴェッリ

※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。

2020年　春のリカーセレクション

NO.035 豪華イタリア・トスカーナ州赤ワイン3本セット

トスカーナ州を代表するワインキャンティクラシコのレゼルバを含む飲み応えたっぷりの豪
華な赤ワインセットをご用意しました。酸味と甘みのバランスがとれた端正な味わいをじっ
くりとご堪能ください。

商品名

キャンティ・クラシコ　DOCG　リゼルヴァ

24ヶ月の中樽及び小樽（バリック）熟成。厚みのある果実味と骨太なタンニンとが、じっくりとした旨みを造りだしてます。名門生産者の神髄を味わえる素晴
らしいフルボディ。

キャンティ クラシコ カステルグレヴェ

フィレンツェ県キアンティクラッシコゾーンで栽培収穫。スラヴォニアオークの大樽で12カ月熟成させた伝統的な味わいのキアンティ。深い
ルビー色。森の果物の深い香り。スミレ、ペッパーのノート。豊かなコクと深みのあるフルボディ。タンニンのやわらかなバランスの良い味
わい。肉のグリル。ロースト、煮込み、ジビエ料理や長熟タイプのチーズに。

フォンタッレ　キアンティクラシコ　リゼルヴァ

干したプラム、コニャックなど濃厚で複雑な香り、タニックで力強く、厚みのある果実味がまだ充分にあり、しかもビロードの様な口当たりが感じられます。



 

国 地域 生産者名 画像

イタリア トスカーナ ガヤ

イタリア トスカーナ サッシカイア

イタリア トスカーナ イル・ボッロ

フランス ボルドー
シャトー・ブラ
ネール・デュク
リュ

フランス ボルドー
クラレンス・
ディロン

フランス ボルドー
ジャン・ピエー
ル・ムエックス

※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。

2020年　春のリカーセレクション

No.036　スーパータスカンVSボルドー地方赤ワイン6本セット

伝統あるフランス・ボルドー地方の赤ワインと、そのボルドーのワイン造りを手本にして造
られたイタリアのスーパータスカンワインのセット。伝統と革新の味わいの違いを飲み比べ
てみてはいかがでしょうか。

口に含むとブラックカラントやブラックベリーなどの黒系果実のアロマが広がりながら、ほのかにハーブやミネラル、スモー
キーなニュアンスが漂い、複雑で芳醇な印象。緻密に構成されたストラクチャーで、凝縮感のある果実味が感じられます。スパ
イシーな風味を帯びながら続いていく長い余韻は魅惑的。ボリューミーでありながらも柔らかさを備えた、親しみやすい味わい
です。

カ・マルカンダ・プロミス

商品名

ルビーレッドの外観。ブラックベリーや黒スグリの果実香に、スミレや土、甘草、スパイスのニュアンスが何層にも折り重なっ
ています。柔らかいアタックと口いっぱいに広がる、完熟した果実味が魅力。綺麗な酸とミネラル感、張りのある艶やかなタン
ニンが豊満な果実味に溶け合うことで、見事なハーモニーを演出しています。

外観は明るい紫がかったルビーの色合い。グラスに注ぐとダークチェリーやブラックベリーなどの黒系果実のアロマが広がりな
がら、スパイスやスモーキーなニュアンスも漂います。洗練されていて滑らかな口当たりが魅力。ジューシーな果実味ときめ細
かいタンニンが感じられ、ミネラル感が深みのある長い余韻を誘います。芳醇で華やかな仕上がりです。

レ・ディフェーゼ

ピアン・ディ・ノーヴァ

グラスに注ぐとラズベリーやイチゴなどの果実やほのかなスパイスのアロマが爽やかに香ります。口いっぱいに感じられる、み
ずみずしい果実味と滑らかなタンニン、バランスの取れた酸味が魅力。心地良い余韻に包まれます。飲みつかれることのない、
スムースで軽やかなスタイルです。

外観は深みのあるルビーパープルの色合い。甘やかなクランベリーやラズベリー、ブルーベリーなどの赤・黒系果実のアロマ
に、スパイスや黒コショウ、甘草、スミレ、ホワイトチョコレートなどの複雑なニュアンスを含んでいます。濃密な果実味が口
に広がり、シルクのようなタンニンが上品な余韻を演出します。熟成のポテンシャルを十分に備えた、エレガントな仕上がりで
す。

カシスやラズベリー、ブラックチェリーなどの赤系黒系果実にナッツや煎ったコーヒーのニュアンスを感じる上品なアロマ。口
に含むと、絹のように滑らかなタンニンが印象的。フレッシュな酸が豊かな果実味をしっかりと引き立てています。バランスの
良い味わいは仄かにタバコやアニスの香りを伴った魅力的な余韻へとつながります。 お料理と合わせるなら、シンプルに焼き上
げた牛肉や鴨肉などの赤身のお肉、また、 シャルキュトリやチーズなども好相性です。

ル・オー・メドック・ド・ブラネール・デュクリュ

クラレンドル・ルージュ

レ・ヴァンダンジュ



 

国 地域 生産者名 画像

フランス ボルドー シャトー元詰め

フランス ボルドー シャトー元詰め

フランス ボルドー シャトー元詰め

フランス ボルドー シャトー元詰め

フランス ボルドー シャトー元詰め

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

2020年　春のリカーセレクション

NO.037ジェームズ　サックリング90点以上ボルドー赤ワイン5本セット

ワインジャーナリストのジェームス　サックリング氏により発表されるワイン・オブ・ザ・
イヤーにて90点以上の高評価を獲得した2016年ビンテージの赤ワインセット。ワインのス

ペシャリストを唸らせた味わいをお届けします。

商品名

レトワール　ド　ヴィルジョルジュ

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　トゥール　ベレール

伝統的なボルドースタイルのワイン。深みのあるガーネットの外観。カシスやブラックベリーの香りにバニラやスパイスの香りが溶け込んで
おり、バランスの取れたタンニン、ストラクチャーがしっかりとしたワイン。

シャトー　ベロンヌ　サン　ジョルジュ

色調は赤紫色がかったガーネット色。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クラシックなボ
ルドーワインです。

シャトー　マカン　サンジョルジュ

シャトーはサンテミリオンの小さなアペラシオンで31haを所有。メルローを中心に栽培している。ラズベリーの香りに、シナモ
ンや胡椒のスパイスの香りが印象的なワイン。タンニンは柔らかく、シルキーな味わいのワイン。

シャトー　ラ　クロワ　ギヨタン

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

フランス
シャンパー
ニュ

ポール・クルエ

フランス
シャンパー
ニュ

アルーシュ
リー・ペルス
ヴァル

フランス
シャンパー
ニュ

エミーユ・ルク
レール

スペイン ぺネデス ビリャ・コンチ

スペイン ぺネデス ビリャ・コンチ

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

2020年　春のリカーセレクション

No.038　グラン・クリュ　シャンパーニュ含むスパークリングワイン5本セット

グラン・クリュ、プルミエ・クリュ、小規模生産者のこだわりシャンパーニュに加え、瓶内
二次発酵のスパニッシュ・スパークリング2種を飲み比べいただけます。エレガントで繊細

な口当たりが、春の食卓を彩ります。

素晴らしいピノ・ノワールが育まれるグラン・クリュ、ブジー村に1991年設立された小さなドメーヌです。 きめ細かい泡。厚
みのある果実の風味。旨みのある酸。爽やかな苦みを伴うミネラル感が心地良い。程良い熟成感。余韻も長め。

ブリュット・グラン・クリュ

商品名

エキュイル村に所有する１級畑より造られるRMシャンパーニュ。フレッシュな柑橘系の香りがあり、繊細で細やかな泡が、ドラ
イフルーツや桃、ブリオッシュのような味わいと絶妙に交わり複雑な味わいとなっております。魚料理から肉料理まで相性が良
いワイン。

エペルネから２キロほどの村、 マルダイユ （Marduil）に設立されました。白い花の香りやグレープフルーツ、甘いスパイスや
はちみつ、トーストの香りなどが複雑にたちのぼります。ペパーミントのような爽やかな香りもあります。 いきいきとした爽や
かな果実味と酸味が口の中でふっくらと広がっていきます。泡は細やかにたちのぼり、余韻が長くつづくワインです。

ブリュット・トラディション・ブラン・ド・ノワール・プルミエ・クリュ

ブラン・ド・ブラン・ブリュット

スペイン各地の優良な小規模家族経営のワイナリーの輸出を手掛けるアラエックス社。アラエックスの社長であるハビエルが、
世界に通用するエレガントかつピュアなカバを生産したいと立ち上げたワイナリー。できるだけ手を加えずぶどうの旨味を引き
出したエレガント・カバをお試しください。

繊細な泡が心地良い、エレガントなワイン。フルーティでトースト香のニュアンスも楽しめます。丸みのある味わいで、余韻も
長い。

ブルット・レセルバ

ブルット・セレクシオン



 

国 地域 生産者名 画像

フランス ボルドー
シャトー・デュ
ドン

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・ド・
ラ・イエ

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・
カイユ

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

2020年　春のリカーセレクション

No.039　グッドビンテージ掘り出しフランス赤ワイン5本セット

2000年、2003年、2009年ビンテージのボルドー赤ワインに加え、
2003年の飲み頃ブルゴーニュ・ピノ・ノワールと2005年熟成コート・デュ・ローヌ

の掘出しセットです。優良年のフランスワインに舌鼓間違い無し。

2000年優良ビンテージ掘出しボルドー赤ワイン。シャトー・グリュオ・ラローズのオーナーが手掛けるワインで、しなやかなタ
ンニンと華やかな余韻が楽しめます。

キュヴェ・ジャン・バプティスト　プルミエール・コート・ド・ボルドー　2000

商品名

2003年優良ビンテージ掘出しボルドー赤ワイン。2003年は大変暑く天候の恵まれた年です。やわらかい果実感とふくよかな余
韻が愉しめます。

2009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楽しめます。

サン・テミリオン　2003

カスティヨン・コート・ド・ボルドー　2009

2003年ビンテージの掘出しピノ・ノワール。2003年は大変暑く天候の恵まれた年です。果実感が華やかで心地良い味わいで
す。

2005年ビンテージの逸品ワイン。熟成香が口内に留まり、果実感のあるワインです。

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



 

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。

2020年　春のリカーセレクション

No.040　トップクラス格付けシャトー赤ワイン5本セット

メドック格付けの頂点に位置する5大シャトーからラフィット、
ムートン、オー・ブリオンのセカンドワインに加え、1級に迫る

品質とされるスーパーセカンドのコス・デストゥルネル、
デュクリュ・ボーカイユも入ったトップクラスワインをご堪能ください。

商品名

カリュアド・ド・ラフィット　２０１６

ポイヤックの第1級シャトー「ラフィット・ロートシルト」のセカンド銘柄。
重厚なコクと豊かな香りが特徴でいかにもボルドーの銘醸らしさを感じさせます。

ル・プティ・ムートン　２０１６

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

ル・クラランス・ド・オー・ブリオン　２０１５

メ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・コス・デストゥルネル　２０１２

サン・テステフのトップに君臨する約65haのブドウ園で、樽熟成は最低でも18カ月。
メルロー種の比率が高く、肉付きのよい豊かな舌触りが特徴です。

シャトー・デュクリュ・ボーカイユ　２０１５

このワインはクリュ・クラッセ2級の中でもトップクラスで1級にも匹敵する評価を受けてい
ます。優雅で調和のとれた上品な味わいは、長期熟成でより真価を発揮します。



 

国 地域 生産者名 画像

フランス
コート・ド・
ニュイ

ドミニクローラ
ン

フランス
コート・ド・
ニュイ

ドミニクローラ
ン

フランス
コート・ド・
ニュイ

ドミニクローラ
ン

フランス
コート・ド・
ニュイ

ドメーヌローラ
ン

フランス
コート・ド・
ニュイ

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。

クロ ヴジョ　グラン クリュ　シ ジェネリ ラ プラント アベ

このグランクリュ最上の区画「ブラント・アベ」でブドウを栽培しています。エシェゾーとは異なり昼夜を通して太陽を恩恵を
十分に受けたワイン。完熟した果実がもたらす凝縮感と長期熟成に耐え得る酸とミネラルが感じられます。

エシェゾー　グラン クリュ　ヴィエイユヴィーニュ　アン オルヴォ

かのエジュラン・ジャイエから譲り受けた区画。｢クロ･ヴージョ｣と共に、我々のセラーで最上のワイン。果実は完熟しており、完ぺきな酸が
あり、ワインを完璧なものとしている。冷涼なテロワールがフレッシュさを保ち、ワインの様々な要素が熟成に達するまでエネルギーをワイ
ンに与え続けます。長期熟成の傑出したグランクリュだが、いつ飲んでも素晴らしい体験を与えてくれる。こうしたワインに、更なる凝縮感
を求める事は、まったくもって考えられない。

シャルム シャンベルタン グラン　クリュ　ヴィエイユ ヴィーニュ

北にグリオット・シャンベルタン、南にマゾワイエール・シャンベルタン、そして西にはシャンベルタンと三方向をグランク
リュに囲まれている最高クラスの立地の一つです。
特徴はしなやかで丸みのあるタンニン。熟成させても30年以上持ちますが、今飲んでも非常に素晴らしいいクリュとヴィンテー
ジです。

クロ ド ラ ロシュ　グラン 　クリュ　ヴィエイユ ヴィーニュ　アントラ ミュロス

クロ・ド・ラ・ロシュの最も良い区画の選び抜かれたワイン。ラ・ロシュ（岩）は、この「クロ」を特別な形で表現している。｢ラ･ロシュ｣は
実体のあるミネラルをワインに与え、また、まるで太陽光のオーブンのように、個々のブドウに昼夜に渡って熱を与え続ける。この畑に置い
ては、岩盤のある正しい位置を選ぶことが大変重要だが、それは１８ｈａ中６ｈａしかない。そのような場所ではブドウの果皮は薄くなり、
タンニンは滑らかでソフト。この特別な熱が唯一無二の個性を与え、それは正にグラン・クリュの格付けにふさわしい。

2020年　春のリカーセレクション

No.041　＜ドミニクローラン＞・＜ドメーヌローラン＞グランクリュ　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一堂に集めました。

彼のこだわり、理想として追い求めているものが、このシリーズに詰め込まれています。

商品名

マジ シャンベルタン　グラン　クリュ　ＢＩＯ　ヴィエイユ ヴィーニュ

ジュブレイ・シャンベルタンのグランクリュについては、より冷涼な場所から偉大なワインが産まれる。クラシックなスタイル
のマジ・シャンベルタンで洗練の極み、寛大でありながら、メゾンでも屈指の長期保存が約束されている。10年程経つと葉巻の
香りとシダーの香が出てきて並外れた凝縮感と熟成を約束してくれる。



 

国 地域 生産者名 画像

フランス ブルゴーニュ
ドメ－ヌ　ド
ウ゛ィレ－ヌ

フランス ブルゴーニュ
ドメ－ヌ　ブ
シャ－ル　ペ－
ル　エ　フィス

フランス ブルゴーニュ
テヴネ・エ・
フィス

フランス ブルゴーニュ ドメーヌ・マッス

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。

サン　ロマン

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。レモンの爽やかな香りと少し石灰由来のモカフ
レーバーの印象。フレッシュでとても飲みやすく、しなやかでエレガントさも感じられる。

2020年　春のリカーセレクション

No.0４２　ブルゴーニュ再発見マイナー村名白ワイン5本セット

ブルゴーニュは、中心部を外れたマイナーな村にも一つひとつ個性があり、素朴な美味しさ
があります。今注目の村名ワインを伊勢丹バイヤーがセレクトしました。

商品名

ブ－ズロン

高名な醸造家オベール ド ヴィレーヌが1971年に自身のドメーヌとして始めました。1986年からビオロジック栽培に取り組
み、1997年に認証を得ています。リッチで凝縮感のあるアロマに、なめらかで非常にまるみのある口当たり。

飲み頃にならないとリリースしないという、こだわりの造り手。毎年数％の貴腐菌がつくため、ほんのり貴腐を感じる味わいと
なります。

ヴィレ・クレッセ”テット”

ジヴリ　ル・クロ・ド・ラ・ロッシュ　

美しい輝くようなイエロー。さわやかな柑橘とハチミツの香り。フレッシュさと樽由来のリッチさが感じられる白ワイン。

プイィヴァンゼル　 レ ロンジェ

化学肥料・除草剤を使用しない今注目の自然派ドメーヌ。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です。



 

国 地域 生産者名 画像

フランス ブルゴーニュ
ドメ－ヌ　ブ
シャ－ル　ペ－
ル　エ　フィス

フランス ブルゴーニュ ドメーヌ・マッス

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
ラウル・クラー
ジェ

フランス ブルゴーニュ ドメーヌ・バール

※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。

モンテリ－

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。黒いベリー系果実にスミレのニュアンスも加わ
るリッチな香り。口当たりは温かみのある後味が特徴。

サントネイ　プルミエクリュ

１２６８年創業のラウルクラージェ。サントネイはコート・ドールの南に位置するアペラシオン。ジューシーで肉付きのよいボ
リュームを感じるワイン

マルサネ　レ・フィノット

マルサネ村をAOCに格上げした醸造家クレール・ダユの血統が造るワイン。芳醇で濃厚なアロマが広がります。

ジヴリ　レ・クリュゾ　

ドメーヌが単独所有する畑「レ・クリュゾ」から造られる。スミレや赤果実の可愛らしく
華やかな香りと、旨味溢れる果実味が素晴らしい赤ワイン。

サンタムール

「聖なる愛」と名前の付いたワイン。生き生きとして繊細でバランスが取れ、ガメイの果実味を活かした、ソフトで調和のとれ
た飲み口です。

2020年　春のリカーセレクション

No.0４３　ブルゴーニュ再発見マイナー村名赤ワイン5本セット

フランス・ブルゴーニュ地方の赤ワインはリカーセレクションでも
毎号人気のセット。マイナーな村名ワインの赤を伊勢丹バイヤーが

セレクトしました。一足早く、垂涎ブルゴーニュワインを
味わってみてはいかがでしょうか。

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 ボルドー
シャトーバロ
ンドレピン

フランス
ブライコートド
ボルドー

シャトーラフリ
エール

フランス ボルドー
シャトーマ
チュー

フランス コートドブール
シャトーベル
ヴィーヨ

フランス ボルドー
シャトーフォ
ンボンヌ

フランス ボルドー
シャトーベル
ヴューアネ

フランス ボルドー
シャトーガロ
―シェ

フランス ボルドー
シャトーデビダレ
ヴァランタン

フランス ボルドー
シャトーゴ
ベール

フランス ボルドー
シャトーロックデ
セギュール

フランス
ボルドー
シューペリ
ウール

シャトージェ
ンレア

フランス ボルドー シャトーベルヴュー

※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。

輝きのある美しいガーネット色、スパイスのヒント、レッドフルーツやリコリスのエレガントな香
り

非常に濃いローブ、濃い赤色、ブラックカラントが非常に豊富で、甘草のマークがブレンドされた香り

シャトーバロンドレピン2015 シャトーラフリエール2016

2020年　春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

トリプル金賞とダブル金賞に加え、飲み口重めのものも入った毎号人気のボルドー金賞受賞セット。
ビンテージ2016年を主として、2015年、2017年、最新ビンテージの2018年も揃っています。

商品名 商品名

紫がかった輝きのあるダークレッド、 フルーティーなアクセントの強い香り 深く強烈なガーネットレッドのローブ、 複雑できれい、力強いレッドカラントとベリー、ココアの香り

シャトーマチュー2016 シャトーベルヴィーヨ2016

溌溂としたルビーレッド、赤くて黒い果物を想わせる赤果実とと黒果実の香り 鮮やかなチェリー色、心地良い、フルーティーでチェリーとベイクドプラムを思い出させる香り

シャトーフォンボンヌ2016 シャトーベルヴューアネ2017

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 深いガーネットの赤いローブの透明なローブ、甘草、ブラックカラントが非常に豊富な香り

シャトーガロ―シェ2016 シャトーデビダレヴァランタン2018

鮮やかで濃いガーネットがかったルビー色、熟した赤い果実とスパイスの香り 濃くて暗い赤色、野生のイチゴとラズベリーの調和のとれた香り

シャトーゴベール2016 シャトーロックデセギュール2018

赤みがかったきらめく色合いと輝くローブ、 スパイスとココアのエレガントな香り
藤色の色合いが特徴の深いガーネットレッドのローブ、フルボディのブーケ、カシスやベリーのフルボディの
香り

シャトージェンレア2016 シャトーベルヴュー2018



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
バートン・

ヴィンヤーズ
イタリア シチーリア

カンティーネ・
エウロパ

スペイン
カスティーリャ・

ラ・マンチャ
ボデガス・

アバイ
イタリア プーリア サン・マルツァーノ

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

ドイツ ファルツ
クロスター

醸造所
スペイン ムルシア バラオンダ

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 プーリア トッレヴェント 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

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

ファウンド・ストーン　カベルネ・ソーヴィニヨン

画像添付

ロチェーノ　ネロ・ダーヴォラ

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。
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。

2020年　春のリカーセレクション

No.045　ぶどう品種の味わいをそのままに　世界の12品種モノ・セパージュ赤ワイン12本セット

世界の代表的なぶどう品種から造られる単一品種の赤ワイン12本セットです。
カベルネ・ソーヴィニヨンやメルロー、シラーズに加えてイタリアのサンジョヴェーゼや

チリのカルメネールも入ったバラエティー豊かなワインセットです。

商品名 商品名

アバイ　メルロー

画像添付

イル・プーモ　プリミティーヴォ

画像添付
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。

まろやかなタンニンとフルーティな味わいで、人気品種メルローの風味を気軽に楽しめます。
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。

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を100％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。

クロスター　ピノ・ノワール　ファルツ

画像添付

バラオンダ　モナストレル

画像添付

フレッシュでチャーミングな木苺のアロマとミネラル香。柔らかな口当たりで、
程よいオークのニュアンスのあるバランス絶妙なドイツ産ピノ･ノワールです。

スペイン南東部、イエクラの品質をリードする造り手による、モナストレル種100％の赤ワイン。
ベリー系の果実を想わせる芳醇な香り、円やかで凝縮感のある味わいです。

ドモード　サンジョヴェーゼ

画像添付

コロニア・ラス・リエブレス　ボナルダ

画像添付

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。

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。

ヴェント　ロッソ　Ｎ

画像添付

パヌール　カルメネール

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。
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。



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
ドミニオ・デ・
プンクトゥン

スペイン
カスティーリャ・

イ・レオン
ビノス・デ・
アルガンサ

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 シチーリア

カンティーネ・
エウロパ

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 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

南アフリカ
ウエスタン・

ケープ
ブティノ・

サウスアフリカ
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

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
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
レアル・コンパニーア・

デ・ビノス チリ
セントラル・

ヴァレー
ビカール

※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。

ロベティア　シャルドネ

画像添付

セクロ　ゴデーリョ

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。
スペイン北西部、注目のビエルソの地元品種、ゴデーリョを使った白ワイン。

香り豊かで引き締まった酸を持つ、本格的な味わいが特徴です。

2020年　春のリカーセレクション

No.046　ヨーロッパから南アフリカまで　世界の12品種モノ・セパージュ白ワイン12本セット

世界の代表的なぶどう品種から造られる単一品種の白ワイン12本セットです。
シャルドネやソーヴィニヨン・ブランはもちろん、南アフリカのシュナン・ブラン、

スペインのゴデーリョなども入ったバラエティー豊かなワインセットです。

商品名 商品名

パヌール　ソーヴィニヨン・ブラン

画像添付

ロチェーノ　グリッロ

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。
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。

コーテ・マス　ミュスカ・セック

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

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

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。

ケープ・ハイツ　ヴィオニエ

画像添付

ピノ・グリージョ　オーガニック

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。

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。

フェアヴァレー　シュナン・ブラン

画像添付

フェウド・アランチョ　インツォリア

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。

レアレス・ビニェードス　白

画像添付

デル・スール　ゲヴュルツトラミネール　レセルバ

画像添付

お手ごろ価格でお勧めのスペインの白。マカベオやベルデホのフレッシュな酸が特徴で、
味わいはまろやか。食事にもとてもよく合います。

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。



 

国 地域 生産者名 画像

イタリア ヴェネト コルテ　アダミ

イタリア ピエモンテ ジッラルディ

イタリア トスカーナ
マッツェイ
フォンテル－ト
リ

イタリア トスカーナ フリ－ニ

イタリア ピエモンテ
テロワ－ル
チェレット

※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。

フリーニ家は旧家で、14世紀にイギリスに移住。メディチ家崩壊後帰国し、ハプスブルグ家に仕え、トスカーナのマレンマに領
地を所有。ワイン造りを経験し、1905年モンタルチーノに移住し、ワイナリーを経営。スミレや野いちごなどの赤いベリー系果
実のチャーミングな香り。美しい酸があり、口当たりも滑らか。果実の余韻も十分に楽しめる ワイン。

伝統的製法に忠実に名門チェレットのネゴス部門が醸造し瓶詰め。「統一の伯爵」を意味するコンテ デル ウニタは、かつてイタリア統一の
基礎を築き、バローロ発展に努めたカヴール伯爵に名をちなみます。チェリーやクランベリーの果実、甘いスパイス香。トリュフやリコリス
の香りやタバコなどエレガントな熟成に由来する香り。シャープな酸、口中でも香りと同様な果実とスパイスにスミレなどの花の風味が感じ
られます。

ロッソ　ディ　モンタルチ－ノ

バロ－ロ　コンテ　デル　ウニタ

バローロの南、ドルチェット ドリアーニ生産地域、ファリリアーノに位置。現当主の祖父はコート デュ ローヌでワイン造りを
経験、1928年“コルサレット”呼ばれる丘陵(標高500m)で創業。果実や赤い花を思わせる香り。プラムなどの果実の凝縮感
と、程よい酸味。僅かに後味にほろ苦さを感じる味わい。

1435年より24代に渡りキャンティ クラシコでワイン生産を行うマッツェイ家。トスカーナの名門貴族がエレガンスを追求した
ワイン造りを行っています。カルロ フェッリーニがコンサルタントを勤めます。均整が取れていて、エレガントなボディ、ダー
クベリーやスパイスの風味、凝縮感もあり滑らかな口当たりのワイン。

マエストラ　ドルチェット　ドリア－ニ

フォンテル－トリ　キャンティ　クラシコ

2020年　春のリカーセレクション

No.047　イタリア銘醸地赤ワイン5本セット

イタリアの人気銘醸地から定番の赤ワインだけを集めました。
歴史ある生産者であるマッツェイやチェレット、小規模な家族経営生産者などバラエティー

に富んだ造り手のワインたちです。

元々は3代に渡りヴェネト州でブドウ栽培を行ってきたアダミ家が2004年から自社で瓶詰を開始。シナモンやクローヴを思わせ
るスパイシーさと樽熟成由来の香ばしいトースト香。果実の爽やかさを持ちつつ、凝縮感がありブドウ由来の僅かに感じる甘み
のある果実味が心地よいワイン。

ウ゛ァルポリチェッラ　スペリオ－レ

商品名



 

国 地域 生産者名 画像

イタリア ヴェネト コルテ　アダミ

イタリア フリウリ・ウ゛ェネツィア　ジュ－リア
ウ゛ィラ　ル
シッツ

イタリア プーリア
マッセリア　リ
ウ゛ェリ

イタリア シチリア
マッツェイ　ジ
ゾラ

イタリア ピエモンテ チェレット

※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。

ジゾラ　アジ－ザ

1435年より24代に渡りキャンティ クラシコでワイン生産を行うマッツェイ家。カルロ フェッリーニがコンサルタントを勤め
る。トスカーナの名門貴族がエレガンスを追求したワイン造りを行っています。アロマティックで生き生きとした花や柑橘系の
香りのある、ドライな白ワイン。海のニュアンスも感じられ、シチリアらしくシーフード料理と合わせて楽しみたいワイン。

モンソルド　ランゲ　ビアンコ

チェレットは、バローロ、バルバレスコ地区に多くの畑を所有。1939年、リッカルド チェレットがワイナリーの基礎を築き、
現在は3世代目。ワインのみならずピエモンテの食文化を世界に発信しているワイナリー。マロラクティック発酵をしないために
残る溌剌とした酸と、リースリングの聖地ドイツワインのようにわずかに残糖を残した味わいのバランスが良いワイン。

レザンファン

1869年にフランス人、セオドア デ ラ トゥールによって設立。古くから条件の良い畑を所有しています。第一次世界大戦後､所
有地をイタリア政府に寄付し、ワイナリー内に孤児院が併設されています。孤児院を併設するというワイナリーの歴史と起源に
敬意を表した、Les enfants(子供たち）という名のエントリーワイン。よく熟した林檎や黄桃のアロマ。滑らかな口当たり。

アスコス　ウ゛ェルデカ

1999年にファルヴォ家に よって購入されたワイナ リー。ファルヴォ家は、トスカーナのヴィノ ノビレの有名ワイナリー、ア
ヴィニョネージの創業一族。現在はプーリアに移り住みワイン醸造を行っています。トロピカルフルーツや柑橘、洋ナシなどの
香り。酸味と果実味のバランスもよく、海を感じさせる塩っぽいミネラルを思わせる後味があります。

2020年　春のリカーセレクション

No.048　イタリア銘醸地白ワイン5本セット

イタリア全土から異なる州、異なるブドウ品種を使った全く異なる味わいを集めた白ワイン
5本セットです。イタリアの代表的白ワイン、ソアーヴェからピエモンテで造られるリース

リングなど定番から驚きのワインが入っています。

商品名

ソア－ウ゛ェ

元々は3代に渡りヴェネト州でブドウ栽培を行ってきたアダミ家が2004年から自社で瓶詰を開始。所有畑は36ha。ヴァルポリ
チェッラとソアーヴェに畑を所有している。黄色リンゴや柑橘系の果実の要素、直線的でシャープな味わいとブドウ果実の熟度
を感じさせるほどよい凝縮感。余韻も長くコストパフォーマンスが非常に高いワイン。



 

国 地域 生産者名 画像

フランス 南西地方

イタリア プーリア トゥルッリ

スペイン バルデオラス
ビルヘン・デ・

ガリア

アメリカ
カリフォルニ

ア
ジョッシュ・セ

ラーズ

オーストラ
リア

マクラーレン
ヴェイル他

トゥー・ハン
ズ・ワインズ

チリ
レイダヴァ

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。

2020年　春のリカーセレクション

NO.049 人気産地の「濃旨」赤ワイン 6本セット

世界の人気ワイン産地から、選りすぐりの“濃旨”赤ワインをセレクトしまし
た。

各産地の特色を反映した味わいを愉しめます。
カリフォルニア〈ジョッシュ・セラーズ〉は今注目の1本！

商品名

プルヴィラン･フレール ガリオッタン マルベック

凝縮感のある果実味のなかに、綺麗な酸味が感じられます。
なめらかなタンニンが程よく感じられ、コストパフォーマンスに優れた味わいです。

 ルカーレ プリミティーヴォ･プーリア アパッシメント

樹齢25～30年の遅摘みぶどうを使用。しなやかでバランスに優れ、凝縮された濃い果実味と洗練されたタンニ
ン、そして長い余韻が重なり合った飲み応えのあるフルボディワインです。

パゴス・デ・ガリア　メンシア

今注目の品種“メンシア”100%の濃厚ワイン。フレッシュかつフルーティな口当たりと骨格のしっかりしたタ
ンニンが特徴的なワインです。

 シバリス グラン･レセルバ カベルネ･ソーヴィニヨン

ラズベリーや熟したカシス、ブラックチェリーのようなフルーティなアロマ、豊かなタンニンが生み出す複雑さ
と果実味やオークのバランスに優れた、充実感のある1本です

ジンファンデル　ローダイ

ダークフルーツ、胡椒、そしてバニラの複雑な香り、チョコレートのような味わい。アフターにスモーキーな
ニュアンスが長い余韻とともに感じられます。

テナシティ オールド･ヴァイン シラーズ

ブラックベリーやプラムなどの果実味とともに、丸みのあるタンニンが味わいを引き締めます。
複雑なミックスハーブやリコリスを思わせる心地よい余韻を愉しめます。



 

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 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。

2020年　春のリカーセレクション

NO.050 <メゾン・ジョゼフ・ドルーアン> 辛口白ワイン5本セット

ブルゴーニュワイン造りのお手本と称される<メゾン・ジョゼフ・ドルーアン>がお届けす
る

辛口白ワインを5本セットにしました。
小春日和にスッキリと、産地別の味わいをお愉しみいただけるお得なセットです。

商品名

 シャブリ

シトラス系果実やミントなどのフレッシュ感溢れるアロマ。
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

手摘みにより収穫されたブドウを１００%使用。
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。

 サン・ロマン

標高400メートルの高地で栽培されるブドウを使用、白い花や熟したプラム、蜂蜜などのアロマが広がります。
テロワールの個性を尊重したワイン造りにより、豊かなミネラル感が存分に表現されています。

 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。

ブルゴーニュ アリゴテ

青リンゴ、レモンのアロマ。アリゴテ特有のはつらつとした酸と柑橘系果実の優しい甘みのバランスが取れてい
ます。繊細な香りと共に心地よく上品な余韻が残ります



 

国 地域 生産者名 画像

イタリア ピエモンテ
カシーナ・テッ
ティ

イタリア トスカーナ レ・フィリガーレ

イタリア ピエモンテ テヌータ・ロッカ

イタリア ウンブリア アルジッラエ

イタリア アブルッツォ チャボリック

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

海の無い内陸州で造られる一本。濃いめな果実味で肉料理にぴったりです。

160年以上続く老舗で現在は女性オーナー。ベリーの華やかさが際立ちます。

シヌオーソ　ウンブリア・ロッソ

アンチッラ　モンテプルチャーノ・ダブルッツォ

有機栽培のサンジョヴェーゼ主体で、木樽でしっかり熟成させたフルボディ。

バローロの名手が手掛ける土着品種ドルチェット。バランスが良い味わいです。

キアンティ・クラシコ

ドルチェット・ダルバ

2020年　春のリカーセレクション

No. 051　「ワインの王様」バローロ入り　イタリア赤ワイン5本セット

イタリアワインの王様と言われるバローロ、トスカーナを代表するキアンティ・クラシコな
どイタリア各地からワインをセレクト。小規模生産者たちがクオリティ重視で造ったこだわ

りワインを集めたセットです。

大樽熟成の伝統派。透き通るような色合いに相反する力強い香りと渋味を持ちます。

バローロ　モンソーリ

商品名



 

国 地域 生産者名 画像

イタリア ヴェネト ラ　ジャラ

フランス シャンパーニュ
シャンパーニュ
マルトー

イタリア ロンバルディアモンテロッサ

スペイン カタルーニャ
ロジャーグラー
ト

イタリア ヴェネト アストリア

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

カバ 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。

ファッションヴィクティム　ロゼ

美しいヴェネツィアングラスをモチーフにしたボトルが特徴的。パーティを彩る華やかな1本

ロゼドウセニエ

フレッシュなイチゴやフランボワーズ、バラの花やすみれの香り。フレッシュな果実を思わせるだけでなく、とても奥行きのあ
るワイン。魚介との相性だけでなく、仔牛や豚肉などとの食中酒としてのワイン。当主の想いがあるシャンパーニュ。

フラミンゴ・フランチャコルタ・ロゼ・ブリュット

シャンパーニュと同様、瓶内二次発酵製法で造るフランチャコルタ。ピノネーロが余韻の長さと味わいの丸さを、シャルドネが
フレッシュさを高めており、エレガントな味わいです。

2020年　春のリカーセレクション

No.052 バイヤーセレクト！ロゼスパークリングワインオールスターズ

目で舌で愉しむ春らしさたっぷりのロゼスパークリン
グを伊勢丹バイヤーが厳選した5本セット。イタリア

のフランチャコルタやスペインのカヴァなど、キメ細か
い泡とエレガントな味わいを春の食卓でご堪能ください。

商品名

ピノ　グリ－ジョ　ロゼ　スプマンテ　ブリュット

ラ ジャラはヴェネト州のプロセッコの産地として有名な丘陵地帯に、40haのブドウ畑を所有。ストロベリーやラズベリーを思
わせる果実由来の僅かな甘み。泡立ちも柔らかく果実の余韻が長く楽しめる優しい味わいのロゼスパークリングワイン。



 

国 地域 生産者名 画像

フランス ボルドー
シャトー・ベ
ル・ヴュー

フランス ボルドー
シャトー・ピュ
イゲロー

フランス ボルドー
シャトー・フルー
ル・カルディナル

フランス ボルドー
ラウラ・デ・カ
ンボン・マル
ゴー

フランス ボルドー
シャトー・
ボー・セジュー
ル・ベコ

フランス ボルドー
シャトー・サ
ン・ミッシェル

※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。

格付け2級シャトー・レオヴィル・ラスカーズのデュロン家がフロンサック近郊で造るコストパフォーマンスの高いボルドー赤。
メルロー造りの達人CHネナンのチームが全てを担当しています。

極少量生産のマルゴー。濃厚な果実味が心地良く、今後の熟成も愉しめる1本です。

サンテミリオンの各付けシャトーの中でも力強く骨太と評されるボー・セジュール・ベコを髣髴させる味わいです。

ラウラ・デ・カンボン・マルゴー2015

シャトー・ジョアナン・ベコ2015

シャトー・サン・ミッシェル2015

当たり年2015年は、果実感に溢れ、適度な渋みとタンニンに、柔らかで口当たりの良さが楽しめるワインです。肉料理はもちろ
ん、サラミやチーズなどと相性抜群です。

サンテミリオンで最もエレガントでバランスの良いワインと評されるほどコストパフォーマンスでも群を抜いているサンテミリオ
ン・グランクリュの逸品です。

シャトー・ピュイゲロー2015

シャトー・フルール・カルディナル2015

2020年　春のリカーセレクション

NO.053 ボルドー上質＆グレートビンテージ2015年赤ワイン6本セット

格付けサンテミリオン・グランクリュ・クラッセやマルゴー村といったワンランク上のアイ
テムを集めました。優良年2015年、凝縮感、エレガントさのある上質な味わいと、3拍子

揃ったワインを厳選したセットです。

マルゴーＡＯＣとの境界近くに位置し、シャトー・ジスクールに隣接している。収量は、メドック地区のクリュ･ブルジョワの中
でも低く抑えられており、メドックの中でも、最も豊かで快楽的なワインのひとつと評されています。

シャトー・ベル・ヴュー2015

商品名



 

国 地域 生産者名 画像

フランス シャブリ
ドメーヌ・ジョ
ルジュ

イタリア ヴェネト
ビクシオ・ポ
デーリ

スペイン
ボデガス・アル
スピデ

アメリカ カリフォルニア
ジャン・クロー
ド・ボワセUSA

チリ ヤウマバレー
ヴィニャ・マー
ティ

ニュージー
ランド

マールボロ
ミスティ・コー
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。

ランドマーク・シャルドネ

樽発酵、樽熟成、シュール・リーというシャルドネの伝統的な製法で醸造しました。

フォグ・マウンテン・シャルドネ

小樽で熟成された、厚みのある果実味を表現したカリフォルニアのシャルドネ

ピルカ・シャルドネ

フレンチオーク樽で醸造・熟成。トロピカルフルーツとバニラ香が感じられます。

ソットリーヴァ・アンティカ・シャルドネ

さわやかな南国フルーツの風味が印象的な、ステンレスタンクで仕上げたワイン

パソ・デ・アドス・シャルドネ

スペイン最優秀醸造家に選ばれた生産者の、爽快さとコクが楽しめるシャルドネ

2020年　春のリカーセレクション

No.054 世界のシャルドネ白ワイン6本セット

白ぶどうの代表品種、シャルドネのみを使用した各国のワインをセレクトしました。ぶどう
の品質の良さを活かした、シンプルな造りのものから、樽の効いたコックリとした味わいま

で、幅広くお愉しみいただけます。

商品名

シャブリ

ブドウの風味やアロマを活かす為、ステンレスタンクで醸造した自然派シャブリ



 

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 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
メゾン・ジョセ
フ・ドルーアン

フランス ブルゴーニュ
ドメーヌ・シャ
ンソン

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

2020年　春のリカーセレクション

No.0５５　ブルゴーニュ地方ピノ・ノワール赤ワイン5本セット

「黒いダイヤ」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

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

ブルゴーニュ　ピノノワール

〈フェヴレ〉は1825年創立のグランメゾン。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。

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。

ブルゴーニュ　ピノノワール

ブルゴーニュの典型的なお手本となるワイン。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　ピノノワール

シャンソン自社の１級畑のブドウも一部使用されています。スミレや甘草のアロマの中にスパイスのタッチ。凝縮感がありバラ
ンスの良いワインです。



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
カスティーリャ・

イ・レオン
アルバレス・イ・

ディエス
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 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 ラ・マンチャ
マヌエル・
マンサネケ

スペイン
リベラ・デル・
ドゥエロ

アルスアガ・
ナバロ

スペイン ルエダ
アルバレス・イ・

ディエス
スペイン カディス

ウエルタ・デ・
アルバラ

※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。

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。

スペインで最も南部で作られる力強さと上品さを併せ持った希少な赤ワインです。フレッシュかつ陽気、溌
剌としたワイン。スミレ色を帯びたレッドチェリー。ベリー、シトラス、イチジクの葉、薫り高いハーブの
アロマが重なり、熟したジャムのような赤果実の味わいと酸味が全体の絶妙なバランスを保ち、印象的なス
トラクチャーで長い余韻も持ち合わせています。

マンテル・ブランコ・ベルデホ バルバスール・ティント

シャルドネ100％の白ワイン。夜摘みによる、100％の有機栽培の自社畑から収穫したブドウを使用。綺麗
で輝きのある緑色がかった黄色。柑橘類や花を思わせる､アロマティックでフレッシュな香り。心地よく厚み
のある味わいが広がり､酸とコクのバランスが素晴らしい｡
創業者のマヌエル・マンサネケは､映画･演劇で数多くの賞を受賞したスペインを代表する映画俳優です。

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。

マヌエル・マンサネケ・シャルドネ・ホベン・エコロヒコ ラ・プランタ

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。
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｡

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

シネラ・ガルナッチャ・ブランカ ロス・コンデス・クリアンサ

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。

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

ランソス・ブランコ ランソス・ティント

2020年　春のリカーセレクション

No.057　人気レストラン厳選 ～ 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』が、春の味覚にぴったりのワインを選びました。
スペインのバル気分をお愉しみ頂けるバラエティーに富んだ赤・白・スパークリングワインの

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。

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。

モネガール・セルダ・ブリュット　 シネラ・ガルナッチャ・ティンタ



 

国 地域 生産者名 画像

フランス ロワール
ラ・ジャヴァ・
ド・グランド・
エスペランス

フランス
シュド・ウェ
スト

ヴィノヴァリエ

フランス ボルドー シャトー元詰

フランス ローヌ
ドメーヌ・ミュ
ル・ミュル・イ
ウム

フランス ラングドック カルヴィソン

フランス ブルゴーニュ
ドメーヌ・バー
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。

2020年　春のリカーセレクション

NO.058　フランス６産地６品種　赤・白ワイン６本セット

フランスは産地と品種の結びつきが特に強い国と言われています。
フランスを代表する６つのワイン産地から６つの品種をチョイスした、

産地と品種の個性が愉しめるセットです。

商品名

トゥーレーヌ・ブラン

リュット・レゾネで造るピュアな品種の個性が楽しめる。
穏やかなハーブ香に、キリッとした柑橘系のニュアンス。少し厚みがあり、しっかりとした酸味が特徴的。

レ・ヴィルトゥオーズ・ランボー

芳醇な果実の厚みある味わいが印象的で、滑らかな舌触りと、かすかな苦味も感じられる。

シャトー・ラフォン

黒系果実の豊かな香り。落ち着きのあるタンニンと程よい厚みの典型的なボルドーのエレガントなスタイル。

ブルゴーニュ・コート・ドール

熟したブラックチェリーの香り。小粒のタンニンと綺麗な酸に支えられた深みのある味わい。

グルナッシュ・グランディオーズ

１ヶ月収穫を遅らせた過熟のブドウから造られる、リキュールのような濃密な香り。
リパッソのような甘みと厚みが感じられる濃い口の味わい。

セレクシオン　カベルネ・ソーヴィニヨン

３０年を超える樹齢のブドウを使った奥行きのある味わい。
しっかりとした骨格に豊かな風味、緻密なタンニンが印象的。



 

国 地域 生産者名 画像

アルゼンチ
ン

メンドーサ
ボデガ・ビニャ
ルバ

オーストラ
リア

リヴァリーナ
カラブリア・
ファミリー

チリ
クリコヴァ
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

南アフリカ
タイガーバー
グ

ド・グレンデル

ウルグアイ ガルソン ボデガ・ガルソン

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

2020年　春のリカーセレクション

No.059　ニューワールド　モノ・セパージュ赤ワイン6本セット

ニューワールドのワインといえば、しっかりとした飲み口がお肉にぴったりとマッチしま
す。

品種ごとの個性も愉しめ、春の集まりに活躍するフルボディばかりの赤ワイン6本セット。

商品名

ビニャルバ・マルベック

このワインはアルゼンチンが最も得意とする品種、マルベックの比較的若いぶどうの木からとれるぶどうを使用し、果実味を十
二分に表現するために樽熟成を行わずそのまま瓶詰。ベリー系のフルーティーな味わいをそのままお楽しみいただける、デイ
リーワイン。

リッチランド・シラーズ

シドニーから内陸に入った銘醸地リヴァリーナの家族経営のワイナリー。濃厚な旨みと自然、シラーズ特有のベリーの凝縮感と
ブラックペッパーのようなスパイシーな風味が楽しめる一本です。

アルタム・カルメネール

アルタムは「高貴な」という意味で、樹齢の高い単一畑のぶどうを使用して造られます。チリ特有の品種「カルメネール」の特
徴がよく出た、熟した果実の濃厚な雰囲気に、柔らかみのある口当たりが楽しめ、香ばしい木樽の風味も楽しめるワインです。

ガルソン・タナ

ボデガ・ガルソンは、南米のニューフロンティア、ウルグアイの新鋭蔵元。蔵元が得意としているタナを中心に、自社畑のぶど
うをブレンドした、果実味がしっかりとしたバランスの良い味わいの赤ワイン。赤い果実の香りに溢れた、ほど良いコクでまろ
やかな味わい。繊細なタンニンでなめらかな口当たりを楽しめます。

ストーンヘッジ・カベルネソーヴィニヨン

ストーンヘッジ・ワイナリーは、「大量生産ではなく、手造り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。このワインは、アメリカンオークの樽で12ヵ月間熟成させることで味わいにさらなる深みを持たせたワイン。ブ
ラックベリーやアメリカンチェリーのような赤黒い果実の風味が豊かで、柔らかで丸みのあるタンニンが特徴です。

ド・グレンデル　メルロ

彼らの畑のあるタイガーバーグは南アフリカのワイン産地の中でも大西洋から7キロと近く、海からの冷涼な空気が入り込んでく
るため、寒暖の差がしっかりとある地域。豊かな日照量と冷涼な空気が生み出すメルローを13か月フレンチオークで熟成。まろ
やかなやさしいタンニンと果実味、新樽から生まれるスパイシーな味わいなど豊かな味わいが楽しめるワインです。



 

国 地域 生産者名 画像

イタリア プーリア トルマレスカ

イタリア サルデーニャ
アグリコーラ・
プニカ

イタリア トスカーナ アンティノリ

イタリア トスカーナ
　カステッロ・
ディ・アマ

イタリア ヴェネト アレグリーニ

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。

2020年　春のリカーセレクション

No.060　イタリア銘醸地赤ワイン6本セット

スーパータスカンを含む、イタリアの銘醸地別に、それぞれの人気生産者を集めた赤ワイン
6本セットをご紹介。旅気分でイタリアワインを愉しんでみてはいかがでしょうか。

商品名

トルチコーダ

外観は濃く明るいルビーレッドの色合い。ブラックベリーやブラックチェリーなどの黒系果実のアロマに、バニラやチョコレー
トのニュアンスがグラスから広がります。口に含むと感じられる、豊潤な果実味としなやかなタンニン、程良い酸味が魅力。ふ
くよかな印象ながらも爽やかさを兼ね備えた味わい。フルーティな風味と共に、心地良い余韻に包まれます。

モンテッス

フレッシュな赤系果実と黒スグリやグリーンオリーブを思わせるスパイシーな香りが立ち上ります。凝縮したふくよかな果実味
と力強いタンニンが口いっぱいに広がり、柔らかな質感の余韻が長く続きます。お料理と合わせるなら、ラム肉のグリルや鴨肉
のソテー、チーズなどもこの果実味溢れる濃厚な味わいと好相性。今すぐにでも美味しくお召し上がりいただけますが、4～5年
ほど熟成させて、深みと複雑味を纏った味わいを堪能することもできる1本です。

イル・ブルチャート

口に含むと真っ先に感じられるのは、ベリー系の豊かな果実味。甘いスパイス、ローストしたコーヒーのニュアンスも感じられ
ます。甘味を感じるなめらかなタンニンを持つ、緻密なストラクチャー。全体的にエレガントにまとめられており、フルー
ティーな味わいが最後まで心地よく残ります。ビロードのような舌触り、長く続く余韻は一度飲んだら忘れられない味わいで
す。

ネッビオーロ モンテグリッリ

縁にかけてオレンジがかった濃いルビーレッドの色調。赤系果実、ほのかなスパイスを感じるバランスのとれた香りに、バラ、
スミレ、バニラの余韻が漂います。口に含むと、摘みたてのラズベリーのような風味が広がり、調和のとれた酸味、きめ細かい
タンニンとアルコールの見事なバランスが印象的。上品なフルボディの味わいで、後味は長く豊かな余韻を奏でます。

キャンティ・クラシコ・アマ

外観は朱色を含んだルビーレッドの色合い。グラスに注ぐとラズベリーやチェリーなどの果実のアロマが瞬時に広がり、スパイ
スや土のような深みのあるニュアンスも漂ってエレガントな印象。口当たりは柔らかく、複雑さがないため非常に飲みやすい味
わい。滑らかなタンニンに酸味がアクセントとなって爽やかさな余韻を演出します。アロマティックかつ味わいのバランスに優
れた出来栄えとなりました。

ヴァルポリチェッラ

ライトボディの軽快、フルーティーな赤ワインで、ストロベリーキャンディ、チェリーといった果実香が中心となり、コル
ヴィーナに典型的な胡椒、アロマティックハーブなどのスパイスのフレーバーを漂わせています。口に含むと、豊かな甘さが中
心ながらもこなれたタンニンと豊富な酸が味わいを引き締め、フレッシュな黒系果実と甘草の風味を感じる余韻が長く続きま
す。最後の1滴まで飲み飽きしない素晴らしい出来栄えです。



 

国 地域 生産者名 画像

フランス ブルゴーニュ
アンヌ　デラ

ロッシュ

フランス ブルゴーニュ
ドメーヌ　デュ
グーテ　ソレイ

ユ

フランス ブルゴーニュ
フィリピンヌ

ド　サン　シリ
ル

フランス ブルゴーニュ
アンリ　ド　ブ

ルソー

フランス ブルゴーニュ
ジャンマルク
ブロカール

※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。

2020年　春のリカーセレクション

NO.061 シャブリ生産者別飲みくらべ白ワイン5本セット

ブルゴーニュの人気白ワイン・シャブリを生産者別に厳選した５本セットです。同じシャブ
リの造り手によって異なるさまざまな味わいの飲みくらべをお愉しみください。

商品名

シャブリ

淡く、緑がかったレモンイエローの外観。白い花、レモン、ライムなどの柑橘系の香りに、レモングラス、ミントなどのハーブの香りが印象的。フレッシュで
シャープな酸味と果実のバランスが取れたシャブリらしいシャブリ。

シャブリ

美しい輝きのあるイエロー色のワインからは、白い花の香と、微細なスモーキーなアロマが複雑に絡み合い、ファーストアタックはとても
リッチで、その後永続的にミネラル感口の中に広がります。合う料理は、魚料理全般、エスカルゴや、シーフード系のテリーヌ等。

シャブリ

爽やかな柑橘系のフルーツの香りとエレガントな酸味が特徴。魚介類との相性が素晴らしく、お互いの味わいを引き立てあいます。

シャブリ

黄色いリンゴを想わせる香りや、洋梨のキャンディのような香りと共にミネラルを感じさせるノートがある。酸に張りがあり切
れ味のある辛口。口当たりがよく、フレッシュでフルーティー。

シャブリ

ブルゴーニュ最大のビオディナミ生産者でもあり、気候の問題で「シャブリでビオディナミは無理」と言われながらも、シャブ
リで初めてビオディナミを取り入れました。アプリコットや柑橘の爽やかな香りが魅力的。テロワールを活かした、ピュアでフ
レッシュ、ミネラル感のあるバランスの良い味わいのシャブリです。



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

フランソワ・
ブッフェ

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

アルゼンチ
ン

メンドーサ
ボデガ・ビニャル

バ

チリ
レイダヴァ

レー
テラマター フランス ラングドック

ドメーヌ・デュ・
プティプロ

ニュージー
ランド

ネルソン テ・マニア
オーストラ

リア
リヴァリーナ

カラブリア・ファ
ミリー

チリ
カサブラン
カ・ヴァ
レー

フレイ・レオ
ン

スペイン ラ・マンチャ
ガルシア・カリオ

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。

コートドール地区のぶどうを使用し、手作業で丁寧に造るこのワインは、ピノ・ノワールの優しい
果実味と、ほど良い酸味のバランスが良い1本です。完熟したチェリーのような赤いベリーの果実味

にあふれ、心地良い酸味と、程よい渋みのバランスが良い味わい。

南フランス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。シャ
ルドネ種を用いた白ワインは、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、非

常に飲みやすい味わいに仕上がっています。

フランソワ・ブッフェ・ブルゴーニュ　コート・ドール ロランジュレ・シャルドネ

2020年　春のリカーセレクション

No.063　世界の人気品種ピノ・ノワールVSシャルドネ10本セット

世界中で愛される赤ワインの女王ピノ・ノワールと、白ワインの女王シャルドネの10本セットです。
ワインを語る上で外すことのできない、2大品種の味わいをお愉しみください。

商品名 商品名

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。南仏らしい、果実感のしっかりあるピノノワール。ストロベリーのようなフレッシュ

な雰囲気。

このシャルドネは、アルゼンチンを代表する銘醸産地「メンドーサ」のぶどうを使用し造る、爽快な果実味と
ミネラル感が豊かな白ワイン。バランスが良くフルーティな味わいは、幅広くお食事に合わせやすい１本で

す。

ロランジュレ・ピノノワール ビニャルバ・シャルドネ

チリの中でも、海に近く、冷涼な気候のレイダ・ヴァレー。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

溢れる仕上がり。

ラングドック・ミネルヴォア地区でも、早期からシャルドネやカベルネソーヴィニヨンの栽培に取り組んだパ
イオニア的ワイナリー。白桃や白い花の香りに、バニラやナッツのような香ばしい風味が溶け込み、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味わいです。

テラマター・ピノノワール プティプロ・シャルドネ　樽熟成

今や世界的にも高く評価されるワインを産出するニュージーランド。その中でも隠れた銘醸地の一
つとして注目のネルソン地区で、高い評価を得ている家族経営の蔵元がテ・マニア。フレンチオー
クで10カ月熟成。熟れた赤系果実を思わせる、はなやかで豊かな果実味。心地よい風味が鼻孔をく

すぐります。

シドニーから内陸に入った銘醸地リヴァリーナの家族経営のワイナリー。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・マニア　ピノノワール リッチランド・シャルドネ

ヴィーニャ・フレイ・レオンはチリ中の各優良産地に自社畑を所有し、ワイン造りを行っていま
す。いちごやラズベリーのような赤い果実の香りと、心地よいほのかな樽香。上品な酸味と、なめ

らかなタンニンが楽しめる味わいです。

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。

マティナル・ピノノワール オペラプリマ・シャルドネ



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

メゾン・シャ
ンドゼ

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

イタリア ヴェネト
コッリ・ヴィチェ
ンティーニ

フランス
フランソワ・
ラ・ピエール

スペイン
カスティー
リャ・ラ・マン
チャ

ミゲル・カラタイ
ユド

フランス ボルドー メドック スペイン
カスティー
リャ・ラ・マン
チャ

ボデガス・クリス
ト・デ・ラ・ベガ

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 トスカーナ
アジェンダ・
ウッジャーノ

※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。

ブルゴーニュ・ピノ・ノワール・クール・ルビー モリーゼ・カベルネ・ソーヴィニヨン

熟成はステンレス60％、オーク樽40％（うち新樽10％）。赤い果実のアロマがよく表現され、繊
細さが特長。ストラクチュアは優しく、タンニンは穏やか。

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。

2020年　春のリカーセレクション

No.064　旧世界赤ワイン満喫10本セット

名門生産地ブルゴーニュやボルドーのメドック、ピエモンテやトスカーナ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

ジャヴァ・ヴァン・ド・ペイ・デ・コート・ド・ガスコーニュ ピノ・ネーロ・デッレ・ヴェネツィエ

美味しいものが特に多い地域のワイン。酸味が突出せず、果実味が一杯で丸みのあるバランスが取
れた味わいの赤ワイン。

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。

カベルネ・ソーヴィニヨン・ヴァン・ド・フランス ベガバル・プラタ・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。

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。

シャトー・レ・カレガード マルケス・デ・カスティーリャ・バリッカ

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。

レッドカラントやスパイス、僅かにレザーやミントを感じる。樽からくる甘くソフトなタンニンが印象的。

ランゲ・ネッビオーロ・コルダーナ

スミレやバラの香りにチェリー、採れたての熟した果実の味わいと軽い酸味が有り、心地良いタン
ニンが残る。

サンジョヴェーゼ・トスカーナ・トッレクエルチェ

フルーティーなチェリーを思わせる香り。味わいにはスパイシーさが有り、サンジョヴェーゼの酸
と果実味がとてもフレッシュで生き生きしている。



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

メゾン・シャ
ンドゼ

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 アルザス
シャルル・ス
パー

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
カスティー
リャ・ラ・マン
チャ

ボデガス・マル
トゥーエ

フランス
フランソワ・
ラ・ピエール

スペイン ポルトガル
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。

ブルゴーニュ・シャルドネ・ヴァージ・ブランシュ アエーレ・ファランギーナ・テッレ・デリ・オーシ

青リンゴを思わせるフルーティーでフレッシュな口当たり、ミネラル感も有り調和の取れた辛口白
ワイン。

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。

2020年　春のリカーセレクション

No.065　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、この季節にぴったりの「キュヴェ・サクラ」というワインを含めた、
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

エデルツヴィッカー・"キュヴェ・サクラ"・トラディション モリーゼ・トレッビアーノ・コッリ・デイ・パッシーニ

日本の春をイメージして造られたこの時期にピッタリの1本。熟したリンゴや洋梨の芳醇な香り。清
楚で可憐なイメージで余韻が美しく、まさに日本的なワイン。

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。

ジャヴァ・ヴァン・ド・ペイ・デ・コート・ド・ガスコーニュ ブランコ・ニエバ・マルトゥーエ・ソービニヨン・ブラン

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。

冷涼な地域のミネラリーなソービニヨンブランを存分に楽しめ、グリーンアップルやグレープフルーツを思わ
せキレが良く、魚介系の食材をしっかりと引き立てる。

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・トラジャドゥーラ

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。

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。

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。

ガルガネーガ

トロピカルフルーツのニュアンスが心地良いフルーティーな味わい。遅摘みブドウにより少しリッ
チで豊潤な味わいが広がる。



 

国 地域 生産者名 画像

フランス ブルゴーニュ
ドメーヌ・デ・
ヴァランジェ

フランス ブルゴーニュ
ジャン・クロー
ド・コルトー

フランス ブルゴーニュ
ジャン・クロー
ド・コルトー

フランス ブルゴーニュ アンリ

フランス ブルゴーニュ
オリヴィエ・ル
フレーヴ

フランス ブルゴーニュ

レ・ゼリティ
エール・デュ・
コント・ラフォ
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。

2020年　春のリカーセレクション

No.066　ブルゴーニュ・人気白ワイン6本セット

フランスの人気銘醸地・ブルゴーニュ地方の中でも人気を集める白ワインを6本セットにし
ました。いきいきとした酸味と果実味豊かなワインをご堪能ください。

商品名

サン・ヴェラン

外観は輝くようなゴールドの色合い。桃や洋なしなどの果実に、バターやへーゼルナッツ、バニラが一体となった豊かな香りが
グラスから漂います。味わいはフルボディで余韻も長く、トーストのようなふくよかな後味が特徴的。爽やかさの中にも味わい
深さがあり、上品な、ワインに仕上がっています。リリース後、2年〜4年の熟成が出来るとのことですが、もちろん今すぐでも
美味しく召し上がっていただけます。

マコン・ヴィラージュ

シャルドネの高貴さの中にマコンの土地らしい果実味が感じられ、口に含むとほんのりとした甘みが広がります。後味には引き
締まった酸とミネラル感を残す、フルーティでありながら、骨格のしっかりした味わい。オードブルや野菜のフリット、魚介類
の白ワイン蒸し、山羊のチーズや鶏肉のトマト煮など、前菜からメインまで、幅広い料理と合わせて楽しめるフレンドリーさが
魅力です。

プティ・シャブリ

緑の光彩を秘めた輝く色彩、非常に愛らしい白い花のアロマを湛えます。グレープフルーツなどの柑橘類やハーブの清涼感のあ
る香りに、豊かな果実味としっかりとした酸が感じられるボリュームのある味わい。爽快でフルーティー、楽しませてくれるこ
と間違いなしの一本です。

ブルゴーニュ・シャルドネ

良く熟した、魅力的な果実の香り。蜜のような甘い香りに厚みのある味わい。グレープフルーツなどの柑橘系の優しい酸味も感
じられます。トロピカル・フルーツの風味と上質なミネラルによる、長い余韻と丸みのある味わいが楽しめます。

シャブリ

グレープフルーツやレモンなどの柑橘系のフレッシュで華やかなアロマに、洋ナシなどの繊細な香りが立ち上ります。口に含む
と、アタックは活き活きとしていながら上品な口当たり。石灰質の土壌がもたらす豊かなミネラル感が押し寄せ、冷涼な気候由
来の溌剌とした酸が、口の中をさっぱりと整えてくれます。余韻にはベルガモットのニュアンスが長く漂います。

ブルゴーニュ・アリゴテ

輝きのあるレモンイエローの外観。グラスに注ぐと、レモンやグレープフルーツなどの柑橘系果実の清涼感溢れるアロマが広が
ります。徐々に白い花や干し草、キレの良いミネラルのニュアンスに、バターのようなコクのある風味も折り重なり、複雑な印
象。口当たりはフレッシュかつ滑らかで、厚みのあるテクスチャーも感じられます。アリゴテらしい爽やかさに、ふくよかさを
兼備した贅沢な白ワイン。10～12℃に冷やしてお楽しみください。



 

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 ボルドー
シャトー・シ
マール

フランス ブルゴーニュ ルイ・ジャド

フランス カオール
シャトー・サン
ディディエ・パル
ナック

フランス
コート・ド・
ルーション

Ｍ・シャプティ
エ
ビラ・オー

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。

2020年　春のリカーセレクション

No.0６７　フランス周遊 有名産地赤ワイン飲みくらべ６本セット

フランスの銘醸地の代表的な赤ワインの産地と品種を堪能できるセット。ブルゴーニュ コー
ト・ドールやサン テミリオン、カオールなど、一度は味わってみたい銘醸地の赤ワインをセ

レクトしました。

商品名

シノン

ラズベリーやストロベリーの繊細な香り。しなやかな口当たり。フルーティさもありながらタンニンは柔らかくバランスが良
い。

サン　テミリオン

かの有名シャトー特級格付け第１特別Ａ級「シャトー・オーゾンヌ」のオーナーが所有する秘蔵シャトー。しっかりした果実味
とタンニンが特徴的。貴重な熟成ビンテージ。

ブルゴーニュ　コート・ドール

「ブルゴーニュ　コート・ドール」は2017年に認定されたACブルゴーニュの新デノミナシオン（地理的補足表示）。ルイ・
ジャドは2017ヴィンテージから赤のみ生産。

カベルネソーヴィニヨン　ＩＧＰ　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。芳醇で滑らかなタンニン、密度のある果実味、フィネ
スを感じる味わい。

カオール

ルビーがかった濃い色調で、赤果実、熟したブラックチェリー、スミレ、胡椒の凝縮した香りが感じられます。バランスがよ
く、なめらかでコクのあるタンニンをもつ、ミディアムボディの赤ワイン。

レ・ヴィーニュ・ド・ビラ・オー ルージュ

深みのあるガーネット色、ブラックチェリーのアロマ。厚みがありバランスの良い味わい。ルーションエリアの土壌が暖かく、
野性的な特徴が表れている。



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 ボルドー
ブライ・コート・
ド・ボルドー

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
ブルゴー
ニュ

ドメーヌ・ダ
ルデュイ

※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。

クレマン・ダルザス・メトド・トラディショネル・ブリュット シャトー・オー・ムノー

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。

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。

2020年　春のリカーセレクション

No.068　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・プルミエ・クリュなど、
フランスを代表する個性的で魅力あふれるワインを本格的に飲みくらべいただけるハーフワインボトルのセット。

フランスワインを学びたいという方にもぴったりです。

商品名 商品名

シャンパーニュ・ブリュット・ロゼ・ド・セニエ シャトー・ピュイ・カステラ

セニエで作られる濃く美しい色調のロゼ。辛口でも果実味豊かで華やかな味わいは、食中酒として
鴨料理や赤身の魚にもよく合う。

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。

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。

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。

シャブリ・プルミエ・クリュ・ボーロワ

あのヴァンサン・ドーヴィッサの妹一家が手がける。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。

ジュヴレイ・シャンベルタン

テロワールの特徴を出すワイン造りを何より大切にする生産者。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

フランス ラングドック アンヌ・グロ

ドイツ ナーエ アントニウス

ドイツ ラインヘッセン デクスハイマー

ドイツ ラインヘッセン デクスハイマー

ドイツ ラインガウ
ヘンケル＆ゼー
ンライン

※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。

2020年　春のリカーセレクション

No.069 甘口ワイン飲みくらべ5本セット

ドイツを中心にアイスワインや赤のスパークリングワインなど様々な種類の甘口ワインをセ
レクトしました。甘口ワインの味わいの違いをお楽しみいただけます。

ブルゴーニュの著名生産者が造る南仏の甘口、ヴァン・ドゥ・ナチュレル・ビオ。白い花、柑橘果実やライチなどを連想させる
香りに適度な酸が、この甘口ワインをフレッシュな口当たりにしています。甘辛料理（アジア料理や果物を使ったソースを添え
た料理）やフォアグラやチーズなどに合わせて。　375ml　アルコール度数15.5％

ラ・フリヴォル・ミュスカ・ド・サン・ジャン・ド・ミネルヴォワ

商品名

1988年にシュウェッペンハウゼン近郊で設立されたワイナリーで、シュロスカペレは「城の礼拝堂」を意味する畑名。マスカッ
トや柑橘系の果実味が楽しめ、ほのかな甘さがおいしい白ワインです。天ぷらや出し巻き卵等の和食、白カビ系のチーズと合わ
せて。          750ml　アルコール度数 8.5%

甘口ワイン造りのエキスパート。アロマと味わいの調和に優れ、多くの国際コンクールで賞を受賞しています。ベーレンアウス
レーゼは、完熟または貴腐化した選ばれた果粒で造られる上質の甘口ワイン。果実やスパイスを連想させる豊かなアロマが広が
り、蜂蜜や焼き菓子のような香ばしく甘い風味を、デザートワインとしてお楽しみいただけます。　375ml　アルコール度数
7%

ブルグライヤー・シュロスカペレ・バフースQbA

ガウ・オーデンハイマー・フクセルレーベ・ベーレンアウスレーゼ

ヴァイスブルグンダーから造られるアイスワイン。真冬に樹の上で凍ったブドウを摘んで、凍ったまま搾汁。発酵はステンレス
タンクで、4カ月間熟成。熟したメロンや蜜のような凝縮感ある極甘口ですが、きれいな酸味も備わり、余韻もたいへん長く楽し
めます。食後のデザートワインとしてまたは、ブルーチーズに合わせて。375ml　アルコール度数7.5%

ドイツ最大規模のゼクトの生産者。黒ブドウから造られたスパークリング・ワインです。サクランボのような香りに、熟したイ
チゴを連想させる中甘口の味わいです。アペリティフやハムやソーセージ、スパイシーなお料理に合わせて。　750ml

ビーベルンハイマー・ピルガーシュタイン・ヴァイスブルグンダー・アイスヴァイン

ゼーンライン・ブリラント・ロートゼクト・ハルブトロッケン



 

国 地域 生産者名 画像

日本 秩父 秩父蒸溜所

※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。

2020年　春のリカーセレクション

No.070　「イチローズモルト」秩父2013

日本のクラフトウイスキーを世界に評価させた、肥土伊知郎氏。今や世界中から注目される
〈秩父蒸溜所〉の樽の中から伊勢丹バイヤーが選び抜いた、シングルモルトウイスキーで

す。

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
蒸留所〉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。

「イチローズモルト」秩父2013

商品名



 

国 地域 生産者名 画像

イギリス ハイランド

イギリス スコットランド

フランス コニャック

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

2020年　春のリカーセレクション

No.071　春香るハイボール３本セット

個性豊かな香りを愉しめるウイスキー、ブランデーの3本セット。柑橘類を添えてフルー
ティーで上品な香りをハイボールでスッキリと、味わってみてはいかがでしょうか

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。

グレモーレンジィ オリジナル

商品名

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。

芳醇なスパイスとフルーツの芳香を思わせるアロマは、フルーティーな香りとデリケートなバニラのニュアンスでさらに強調さ
れ、飲む人に力強さと心地よい調和を感じさせます。滑らかにして複雑。ヘネシーV.Sならではのエレガントで活き活きとした味
わいは、力強いコニャックのシンボルとも言えます。

オールドパー シルバー

ヘネシーV.S 



 

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。

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

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

アモンティリャード　ロス・アルコス

ミディアム　プラサ・ビエハ

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

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

フィノ・ハラーナ

アルマセニスタ・フィノ・デル・プエルト　1/143

2020年　春のリカーセレクション

NO.072 ドライシェリー飲みくらべ5本セット

春の食材に合わせやすいドライでキレのあるシェリーと、クリアでサラッとした中甘口の
シェリーを5本セットでのご案内。昼下がりにちょっと一杯、或いはお食事と合わせてゆっ

くりお愉しみください。

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。素材を生かしたセリや菜の花などの野菜のテンプラ
などにお勧めです。

ライトマンサニージャ　パピルーサ

商品名



 

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

イギリス
スコットラン
ド

グレンファーク
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。

グレンファークラス12年　43度

鮮やかなアンバーゴールド。 シェリー漬けのフルーツを彷彿させる、フレッシュで豊かな香り。 甘みとスパイシーさが絶妙のバ
ランスです。イギリスで開催された"International Wine & Spirit Competition 2010"で金賞を受賞しました。

2020年　春のリカーセレクション

NO.073　〈グレンファークラス〉飲みくらべ2本セット

東京ウイスキー＆スピリッツ・コンペティションにおいて、最高金賞を受賞した、グレン
ファークラス蒸留所。最もスタンダードな10年、12年熟成のシングルモルトを飲み比べ出

来る特別セットです。

商品名

グレンファークラス10年　40度

輝きのある淡いゴールドカラー。 魅惑的なシェリーの甘い香りとデリケートなスモーキー・フレーバーに ドライフルーツ、シナ
モン、バニラなどがバランス良く混ざり合い、深みのある味わいが長く続きます。食前酒に最適。 女性に是非お薦めしたいウイ
スキーです。


