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Wines Selection
名畑おすすめワイン スパークリング ワイン&シャンパン

Sparkling wine

辛口 

エスパス・オブ・リマリ・
スパークリング・ブリュット・
スペシャル
商品CD 106797

<シャルドネ 85％、ピノ・ノワール 15％ > 

1,500円
小売価格

チリの中でも冷涼な地域で
造られたスパークリング。
シャルドネ主体の爽やかな味
わいが魅力です。

チリ
辛口 

アットゥアーレ
スプマンテ・パドゼ
（業務用）
商品CD 171294

<トレッビアーノ > 

1,407円
小売価格

きめ細かい泡の、トレッビ
アーノ種100%で造られるフ
ローラルブーケの香りがする
ワインです。
食前酒として、魚料理と共に
食中酒として、またフレッ
シュチーズと共に食後酒とし
てもお楽しみいただけま
す。

イタリア
辛口 

エミリアーナ　オーガニック
スパークリングワイン
ブリュットＮＶ
商品CD 104228

<シャルドネ80％、ピノノワール20％ > 

1,980円
小売価格

シャンパーニュ方式で造られ
たワインは、泡立ちもキメも
細やかでグラスの中でも美し
く輝き続けます。フルーティ
でフレッシュ感溢れるスパー
クリングです。

チリ



TIERRA ALTA
葡萄畑からグラスに注がれた時まで…
飲まれる方を思ったワイン造り。

ティエラ アルタ

A

ティエラ・アルタ

シャルドネ 

洋梨やパイナップルを思い起こ
す、香り豊かで程よいコクのあ
る味わい。色んな場面で楽しめ
る1本。

１,２００円上代価格

◆シャルドネ/辛口

商品CD 155852

ティエラ・アルタ

シャルドネ レゼルバ

完熟した洋梨やパイナップルの
豊かな香りと程よい酸味のバラ
ンスが良く、樽香のあるエレガ
ントな味わい。

１,６００円上代価格

◆シャルドネ/辛口

商品CD 88475

ティエラ・アルタ

ソーヴィニヨンブラン

柑橘系の風味が特徴でエレガン
トな風味が特徴の心地良い辛口
です。

１,２００円上代価格

◆ソーヴィニヨンブラン/辛口

商品CD 155855

ティエラ・アルタ

ソーヴィニヨンブラン
レゼルバ

柑橘系の風味が特徴で心地良い
辛口です。トロピカルな香りの
後に爽やかなハーブの酸味と優
しい樽の香り。

１,６００円上代価格

◆ソーヴィニヨンブラン/辛口

商品CD 88394





Wines Selection
名畑おすすめワイン 白ワイン

カンフォ アイレン
ホーベン

商品CD  160452
辛口<アイレン> 

オープン

スペイン

小売価格

爽やかながらも舌触り滑ら
かな白。カンフォは、カンポ
スレアレス（王家の土地）の
旧スペイン語カンフォラレ
スが由来。昔からブドウに
とって最上の土地であるこ
とを表現。

ピエール ラモット
シャブリ 15

商品CD 123911
辛口 <シャルドネ> 

2,800円

フランス

小売価格

ステンレスタンクで仕込ま
れたシャブリならではの柑
橘系のアロマとフルーティー
で切れの良い味わい。

ロシュバン ブルゴーニュ
シャルドネ ヴィエイユ ヴィーニュ

商品CD  127952
辛口 <シャルドネ> 

2,200円

フランス

小売価格

石灰質土壌由来のミネラル
感と、きれいな酸が特徴。
ピュアで新鮮な果実味とほ
どよい樽香が心地よいワイ
ンです。コストパフォーマン
スに優れたブルゴーニュ・
シャルドネです。

サン パトリニャーノ
アウレンテ ビアンコ

商品CD  159555
辛口

1,800円

イタリア

小売価格

まろやかでフルーティーな飲み
口で、心地よい苦味とシャープ
な酸が全体をひきしめるバラ
ンスの良い白ワイン。
ステンレスタンク
オーガニック認証あり

< シャルドネ 70% 、ソーヴィニョン・ブラン 30% > 

【オーガニック】

スピネッリ トレッビアーノ
ダブルッツォ

商品  105618
辛口 <トレッビアーノ> 

1,100円

イタリア

小売価格

心地よくエキゾチックな香り
の中に花を想わせる繊細な
ニュアンス。フレッシュでバ
ランスのよい辛口。

デュランス シャルドネ

商品CD  126950
辛口 <シャルドネ> 

1,360円

フランス

小売価格

ハチミツのような甘みのあ
る香りやアーモンドのような
香ばしい香りも。口の中に
含むと非常にしなやかで果
実味溢れる余韻の長い溌剌
としたワイン。

【ティラヴィティス自然農法】

シャトー クリネ
ロナン バイ クリネ ブラン

商品CD  159553
辛口 

2,000円

フランス

小売価格

美しく輝く淡い金色。キャン
ディ、花、ライム、熟したフ
レッシュな白いフルーツの香
り。フレッシュでクリーミー、
その後柑橘系果実やカルダ
モン、サフランの味わいを感
じる白ワイン。 

<ソーヴィニヨン・ブラン75％、セミヨン25％> 

Ｐヴォルピ フラスカティ
スーペリオーレ セッコ

商品CD 43695
辛口 <マルヴァジア、トレッビアーノ、他> 

1,600円

イタリア

小売価格

輝きを帯びた麦藁色、新鮮
なフルーツの強く華やかな香
りが心地よく、酸と果実味が
マイルドに調和した爽やかな
飲み口。まっすぐに育ったブ
ドウのはつらつさが感じられ
る健康的な味わい。

ロッカ ルポ ネロ シシリー
ホワイト

商品CD  135068
辛口 <カタラット、グレカンコ、イッツォリア> 

950円

イタリア

小売価格

フレッシュさが魅力！陽光
溢れるシチリアのブドウか
ら造られた、飽きのこない
親しみやすい辛口です。

デル モロ トレッビアーノ
ダブルッツオ

商品CD  155527
辛口 <トレッビアーノ> 

1,100円

イタリア

小売価格

緑がかった麦わら色。ほの
かにアーモンドのニュアンス
をもつ繊細なアロマがあり
ます。フレッシュで風味豊か
なワインです。

Ｊ＆Ｈゼルバッハ リープフラウミルヒ
ブルーボトル　Q.b.A

商品CD  24698
中甘口 

1,500円

ドイツ

小売価格

やわらかな香りと味わい、ふ
くよかな甘さでお馴染みの
ワイン。美しいブルーボトル
に詰められた「聖母の乳」
です。

<リースリング、シルヴァーナー他> 

辛口

ムッソ　シャルドネ
（オーガニック）
商品CD 105355

1,750円

スペイン

小売価格

色合いはゴールドがかっ
た淡い黄色。リンゴや桃、
トロピカルフルーツが香り
ます。やわらかくなめらか
な口当たり.フレッシュで綺
麗なフィニッシュが感じら
れます。全ての魚介類と非
常に良く合います。

<シャルドネ> 

プラネタ アラストロ  白 

商品CD  109333
辛口 

3,200円
小売価格

熟したメロンや白桃の香り。ホ

ワイトチョコレートのような甘

い香りも感じさせる。ボリュー

ム豊かで、とても柔らかな味わ

い。

<グレカニコ、グリッロ、ソーヴィニヨン・ブラン> 

イタリア

ロリマー
セミヨン シャルドネ

商品CD  80053
辛口 

オープン

オーストラリア

小売価格

シトラスやピーチのアロマに、
オーク樽由来のほのかなナッ
ツのようなニュアンスを感じ
ます。レモンなど柑橘系の果
実味と豊かな酸味、クリー
ミーな余韻とが合わさり、バ
ランスの良いワインに仕上げ
ております。

<シャルドネ> 

セッラ＆モスカ
ヴェルメンティーノ
ディ サルデーニャ

商品CD  542
辛口 

1,526円
小売価格

フルーティさの後に程よいミ
ネラルがあり、辛口でいきいき
とした味わい。魚介料理や白
身肉ともよくあいます。

<ヴェルメンティーノ> 

イタリア
辛口 

タンヌ ビアンコ
オーガニック

商品CD  95321

1,400円
小売価格

口に含むと穏やかな酸と凝縮
した果実の旨味。ミネラルと
果実の味わいがふくらむよう
に広がり、抜群のボリューム
感のある、大らかなシチリア
白ワインらしい仕上がり。

<グリッロ、シャルドネ> 

イタリア



Wines Selection
名畑おすすめワイン 白ワイン

カンティーナ ザッカニーニ
イル ビアンコ ディ チッチオ

商品CD 95064
辛口 <トレッビアーノ、ダブルッツォ> 

1,980円

イタリア

小売価格

フレッシュな柑橘系の香り
とミネラル香を感じ、爽やか
な酸味と切れ味が特徴的。
喉越し良くバランスも取れ
た飲み口で柔和なふくらみ
のある辛口に仕上がってお
ります。

バロン バルトゥーズ
ブラン

商品CD  97198
やや辛口

1,700円

フランス

小売価格

ユネスコ世界遺産である
ボルドー近郊の町サンテ
ミリオン地域。中世以来ブ
ドウ栽培やワイン醸造の
さかんな景勝地であり、世
界遺産ではブドウ畑も登
録 の対 象とされていま
す。　

<セミヨン> 

スピネッリ ファンタマラ
シャルドネ

商品CD 105621
辛口 <シャルドネ> 

1,100円

イタリア

小売価格

フレッシュで、やさしく心地
よい味わいの緑がかった麦
わら色で、花を思わせる香り
の中に南国フルーツのニュ
アンスを感じることができ
ます。

フィンカ レメンディオ ルエダ

商品CD  107436
辛口

1,750円

スペイン

小売価格

ベルデホ由来のフレッシュハー
ブや黄色い果実のメリハリの
あるキャラクターに、ビウラか
らのリンゴや白い花を思わせ
る清楚なニュアンス。フィニッ
シュはレモンシャーベットのよ
うな爽やかさ。

<ベルデホ、ビウラ> 

ムシータ シャルドネ

商品CD  158375

1,500円
小売価格

フルーティでエキゾチックなマン
ゴーの濃厚な香りと、フレッシュ感と
しっかりとした酸味とミネラル感のバ
ランスが良く、長いエレガントな余韻
が続きます。魚介類のフリットや天ぷ
ら、濃厚なトマトソースのパスタ、
チーズ系ラビオリやリゾット、魚の煮
付けによく合います。
低温発酵後
約4ヶ月熟成。

<シャルドネ> 

イタリア

辛口 

ムシータ グリッロ

商品CD  158374
辛口 

1,500円

イタリア

小売価格

フレッシュな柑橘類やバナ
ナのようなボリューム感のあ
る香りと、軽やかでしっかり
残る印象的な塩味の余韻が
特徴的。ムール貝の酒蒸し、
魚介のグリル、海老のリゾッ
トなどの地中海風甲殻類の
お料理に合います。
低温発酵後
約4ヶ月熟成。

<グリッロ> 

Ｊ＆Ｈゼルバッハ 
リースリング クラシック

商品CD  24697
中甘口 

1,900円

ドイツ

小売価格

土地とブドウの個性を生か
した、バランスのとれた辛口
クラシック。ドライと言えど
も優しい甘み漂うフルーティ
な味わいが魅力です。

<リースリング> 

<シャルドネ> 

ジャン マルク ブロカール
シャブリ サント クレール

商品CD  170086
辛口 

2,700円
小売価格

セラン川の左岸南、プレイ村。ジュラ紀キン
メリジャン土壌で地質年代的にグラン・ク
リュと同じ。多くのベース・シャブリはポルト
ランディアン土壌で造られているがブロカー
ルは全てキンメリジャンなのでヨード感が強
い。シャブリ最大の「ビオディナミ」単一
畑。樹齢は約25～30年。全て自社畑。発酵
はステンレスタンクで
野生酵母のみ。ステン
レスタンクで9ヶ月熟

フランス

カステッロモナチ チャラ
シャルドネ　サレント

商品CD  85417
辛口 

2,070円

イタリア

小売価格

バナナやパイナップル、アーモ
ンド・ペーストのアロマ。かす
かにバニラを思わせる魅力的
な香りがあり、味わいは厚み
がありなめらか。

<シャルドネ> 

ルイ・ピエール・エ・フィス
シャルドネ 

商品CD  101827
辛口 

1,858円

フランス

小売価格

基本に忠実な美しいシャルド
ネ。清涼感の中にもミネラル
がしっかりあり、後口に引き締
まり感がきちんと来る辛口。

<シャルドネ> 

レゼルブ・ルデュック
シャルドネ

商品CD  96305
辛口 

1,756円
小売価格

その味わいは、洗練された美
しい酸が辛口でありながら 
濃密にまるで蜂蜜のような余
韻が口いっぱいに広がる芳 
醇さ。フレンチオークで熟成。
リッチで美しい辛口。完熟ぶ
どうを夜間収穫、一部木樽で
低温下発酵を行
います。

<シャルドネ> 

フランス

バロン・フィリップ・ド・
ロスチャイルド
ベルジェ バロン ブラン

商品CD  12332
辛口 

1,600 円

フランス

小売価格

優良畑より厳選したブドウをブ

レンド。各々のブドウに由来す

るバランスのとれたタンニンと

酸味の心地よい風味を、料理と

ともに素直に楽しめるワインで

す。

<ソーヴィニヨン・ブラン、セミヨン、ミュスカデル> 

サンタ・クリスティーナ
カンポグランデ
オルヴィエートクラシコ

商品CD  89078
辛口 

1,800円
小売価格

上品なトロピカルフルーツの果

実とオレンジの花の香り。口当

たりはフレッシュかつ軽ろや

か、白い花の余韻を感じる飲み

やすいワイン。

<プロカニコ、グレケット、ヴェルデッロ、
 ドゥルペッジョとマルヴァジア> 

イタリア

クネ ブランコ
フェルメンタード・エン・バリカ

商品CD  159512
辛口 

1,800円

スペイン

小売価格

果実の甘みと心地よい酸味の

バランスが素晴らしく、樽由

来のタンニン分と酸味が、白

バルサミコやフルーツを連想

させるような長い余韻をもた

らしています。

<ビウラ（マカベオ）> 

ヴィッラ カトレヤ
ソーヴィニョン ブラン

商品CD  167555
辛口 

1,200 円

フランス

小売価格

ラングドックのオーガニックぶ
どうを使用。一部をオーク樽で
熟成しているため、ほのかにバ
ニラのニュアンスがあります。
心地よいフレッシュさと厚みの
ある味わい。

<ソーヴィニョン・ブラン> 

クァンノ
ファランギーナ ベネヴェンターノ 

商品CD  167469
辛口 

1,900円
小売価格

白い花やフルーティなアロマ。
ドライな味わいにほのかに酸味
と苦みが合わさり、バランスの
取れた仕上がりとなっていま
す。日本市場向けのオリジナル
ラベルは、赤と合わせることに
よって一枚の絵になります。

<ファランギーナ、コーダ・ディ・ヴォルペ > 

イタリア



Wines Selection
名畑おすすめワイン 白ワイン

クネ モノポール

商品CD  96760
辛口 

1,400円

スペイン

小売価格

スペインで最古の白ワインブ

ランドです。

青りんごや柑橘系の爽やかな

香りに溢れ、豊かな酸とミネ

ラルが実感できます。

<ビウラ> 

コッポラ・ロッソ＆ビアンコ
ピノ・グリージョ カリフォルニア

商品CD  146908
辛口 

1,800円

アメリカ

小売価格

ロッソ＆ビアンコはフランシ

ス・コッポラが子供の頃の食

卓に乗っていたワインを再現

した物で、このワインは新鮮

でさわやかな味わいとさっぱ

りとしたクリーンな後味のラ

イトボディです。

<ピノ・グリージョ> 

エミリアーナ　ノヴァス
シャルドネ 

商品CD  105652
辛口 

1,850円

チリ

小売価格

フルーティなパイナップル、ア

プリコットのアロマ。舌触りは

クリーミーで、バランスの取れ

た酸味と深みのある味わいを

持っています。

<シャルドネ> 

エミリアーナ　ノヴァス
ソーヴィニョン・ブラン 

商品CD  105651
辛口 

1,850円

チリ

小売価格

グレープフルーツやライム、マ

ンゴに、かすかな塩分と共に

や白胡椒のフレーバーも感じ

られます。ちょうど良いボ

リューム感、酸が長い後味に

繋がります。

<ソーヴィニョン・ブラン> 

エミリアーナ
チキン・ラン シャルドネ
（オーガニック）
商品CD  171366
辛口 

1,300円

チリ

小売価格

【業務用専用商品】

フレッシュ感溢れる柑橘のア

ロマが、パイナップルなどの

柔らかなトロピカルフルーツ

のアロマとよく溶け合い、か

すかなハーブの香りも感じら

れます。

<シャルドネ> 







Wines Selection
名畑おすすめワイン 赤ワイン

Red Wine

クズマーノ
ネロ ダーヴォラ

商品CD  22897
ミディアムボディ<ネロダヴォラ> 

1,500円

イタリア

小売価格

ネロダヴォラ種はシチリア
で最も古い固有品種の一つ
です。香り高く丸みのあるボ
ディをしており、熟した果実
やジュニパーの香りが印象
的です。

1,500円

商品CD 80665  
ミディアムボディ<アリアーニコ> 

ポッジョ レ ヴォルピ
アリアーニコ

小売価格

香りは熟した甘い香り、甘い
ベリー系の香りやプラムが
熟した濃厚な香り。滑らか
な飲み口ながら、程よい酸
味と果実味が素晴らしい。

イタリア

ポッジョ レ ヴォルピ
プリミティーヴォ

商品CD 43692 
ミディアムボディ

イタリア

小売価格

しっかりとしたタンニンが程
よく、滑らかな口当たりで清
涼感あるクリーンな仕上が
り。プリミティーヴォの力強
さがよく表現された上質な
味わいです。

1,600円

<プリミティーヴォ> 

オープン

商品CD  160453
ミディアムボディ<テンプラニーリョ> 

カンフォ テンプラニーリョ
ホーベン

小売価格

若々しさの中にも、しっかり
感じ取れる凝縮感と細やか
なタンニン。カンフォは、旧
スペイン語カンフォラレス
（王家の土地）が由来。昔
からの最上の土地であるこ
とを表現。

スペイン

1,800円

商品CD 159556
ミディアムボディ

サン パトリニャーノ
アウレンテ ロッソ　

小売価格

やさしく柔らかな口当たり
で、豊かな果実味とまろや
かなタンニン、心地よい酸の
バランスがとれたエレガント
な赤ワイン。
オーク樽+瓶内熟成　　
オーガニック認証あり

<サンジョヴェーゼ> 

イタリア

【オーガニック】

2,200円

商品CD  94466
フルボディ <モナストレル、シラー、

　カベルネソーヴィニヨン> 

ボデガス カルチェロ
フミーリア10

小売価格

濃厚なブラックベリーや
チェリーの香り。パワフルさ
とスパーシーさ、フレッシュ
なジューシー感にあふれた
飲みやすい味わいです。

スペイン

1,980円

商品CD  125845
ミディアムボディ

カンティーナ ザッカニーニ
トラルチェット
モンテプルチアーノ ダブルッツオ

小売価格

味わいにも、ブラック・チェ
リーやカシスの果実味が、ク
リーミーな質感で感じられ、
ビター・チョコのような細か
で旨みあるタンニンは、豊富
ながら細やか。酸は全体によ
く馴染んでバランスよく美味
しく楽しめます。

イタリア
<モンテプルチアーノ、
　ダブルッツォ> 

1,500円

商品CD  93379
辛口 < センシベル＞

ボデガス マノアマノ
マノン センシベル赤

小売価格

ベリー系フルーツ、甘草など
のスパイスも感じられる。コ
クのある果実味と細やかな
タンニンがまとまったフレッ
シュな味わい。ペニンガイド
89ポイント獲得。

スペイン

2,500円

商品CD  152397
フルボディ<シラー> 

アルティコ
シラー

小売価格

スペイン、フミーリャでトップ
クラスの造り手！カルチェロ
Cの上を行く、カルティコA！
スペインで最高の権威を誇
る、ペニン・ガイドでは、ほ
とんどのワインに85点以上
の高評価！

スペイン

1,360円

商品CD  137932
ミディアムボディ

デュランス メルロー 

小売価格

チェリーや、ブラックベリー
のアロマ、カンゾウのような
スパイス香など複雑な香り
がおりなすハーモニー。ミ
ディアムボディーで滑らかな
シルクのような舌触り。

フランス
<メルロー> 

テラヴィティス
自然農法 オープン

商品CD  80003
ミディアムボディ

デボルトリ ロリマー
シラーズ  カベルネ

小売価格

紫色を帯びた色調で、黒色
系果実とスパイス、オークの
風味を感じます。ブラックベ
リーやチェリーのような果実
味とシラーズ由来のペッパー
風味が上手に調和した複雑
味のある味わいです。

オーストラリア
<シラーズカベルネ> 

オープン

商品CD  104100
ミディアムボディ

ラ ソガーラ ガルダ
コルヴィーナ

小売価格

熟した果実の中に黒オリーブ
の要素。ヴェルヴェットのよ
うにしなやかで心地よい口
当たりが魅力です。

イタリア
<コルヴィーナ> 

1,900円

商品CD  95036
フルボディ

キャップ ロワイヤル
ルージュ

小売価格

ジャン=ルネ・マティニョン氏
が手がける、高品質・低価格
のボルドー・シュペリウー
ル。熟した果実と樽熟成によ
るトーストやバニラのエレガ
ントで複雑な香り。ビロード
のようなタンニン、バランス
がよくリッチな味わい。

フランス
<メルロー、カベルネ ソーヴィニョン> 

1,200円

商品CD  150738
フルボディ

ラ クロワザード レゼルヴ
カベルネ シラー

小売価格

とにかく超人気ワイン。
数々の金賞受賞が人気の証
拠。濃厚で飲みごたえのあ
る赤ワインの決定版！

<カベルネシラー> 

フランス

1,600円

商品CD  12331
フルボディ

バロン・フィリップ・ド・ロスチャイルド
ベルジェ バロン ルージュ

小売価格

優良畑より厳選したブドウを
ブレンド。各々のブドウに由
来するバランスのとれたタン
ニンと酸味の心地よい風味
を、料理とともに素直に楽し
めるワインです。

フランス
<メルロ、カベルネ・ソーヴィニヨン、
カベルネ・フラン> 

1,800円

商品CD  100347
ミディアムボディ

C.V.N.E. （クネ）
クネ　クリアンサ

小売価格

世界No.1を獲得したクネのスタ
ンダードワイン。樹齢30-40年の
葡萄を使用し、アメリカンオー
ク樽で12ヶ月熟成しています。
口当たりはエレガントで、かつ
若 し々いスパイスの香りとバラ
ンスの良い酸味が見事に調和し
ています。

スペイン
<テンプラニーリョ、
ガルナッチャ、マスエロ> 



Wines Selection
名畑おすすめワイン 赤ワイン

Red Wine

1,700円

商品CD  97197
ミディアムボディ

バロン バルトゥーズ 
ルージュ

小売価格

赤いベリー系の非常にフ
ルーティーなアロマ。しっか
りとしたボディーでバランス
がよくメルローの特徴である
滑らかさとエレガントさがう
まく表現されています。
100％サンテミリオン産赤ワ
イン。

フランス
<メルロー、カベルネフラン、
　カベルネ・ソーヴィニヨン> 

ＣＨ フォンバデ

商品CD  172712
フルボディ<カベルネ・ソーヴィニヨン、

メルロー他> 

6,200円

フランス

小売価格

グレート・ヴィンテージの2010
年！シャトー周辺の4haは、ラ
トゥールとピション・コンテス
の畑に隣接。一本筋の通った
骨格と構成力が感じられま
す。エレガントさと、その奥に
秘めた芯の強さを伺わせる美
味しさです。 

スピネッリ
モンテプルチアーノ ダブルッツォ

商品CD  105617
ミディアムボディ<モンテプルチアーノ、

　サンジョヴェーゼ> 

1,100円

イタリア

小売価格

赤いフルーツの強い香りの中
にスパイスの特徴も感じられ
る。果実味とタンニンのバラ
ンスがよく、ミディアムボディ
の辛口。程よく長い余韻。

スピネッリ サンジョベーゼ
商品CD  105619
ミディアムボディ<サンジョヴェーゼ> 

1,100円

イタリア

小売価格

よく熟した赤い果物の香りの
中にプラムやタバコのニュア
ンスを感じる。やわらかいタン
ニンとバランスの取れたボ
ディ、余韻が長い。

スピネッリ ファンタマラ
カベルネソーヴィニヨン

商品CD  105620
ミディアムボディ<カベルネ・ソーヴィニヨン> 

1,100円

イタリア

小売価格

熟した果実の香りの中にスパ
イシーさや緑のニュアンスを
感じることができます。タンニ
ンは程よく、余韻を長く楽し
むことができるワインです。

1,400円

商品CD 107446
ミディアムボディ

コンデ デ アリカンテ
カベルネ　　

小売価格

レッドカラントやカシスなど
粒の小さなベリー系果実を
思わせるアロマ。熟した果実
と細かなタンニンが一体と
なった味わいにはカベルネ
の気品が感じられる。この価
格では驚異的なクオリティ。

スペイン
<カベルネソーヴィニヨン> 

<カベルネソーヴィニヨン> 

コンデ デ アリカンテ
カベルネ バリッカ

1,600円

スペイン

小売価格

商品CD  107447
フルボディ

区画を厳選し、バリックで
熟成。黒系果実、リコリス、
スパイス、バニラ、カラメ
ル・クリームの甘い香り。
熟した果実をタニックなス
トラクチャーが支える飲み
応えのあるカベルネ。

<メルロ> 

コンデ  デ アリカンテ
メルロ バリッカ　

1,600円

スペイン

小売価格

商品CD  107445
ミディアムボディ

色の濃い赤系果実にカカ
オやクリームのニュアン
ス。温かみのある華やか
な果実がキメ細かなタンニ
ンを伴い、滑らかにフィ
ニッシュへと流れていく。

2,000円

商品CD  159554
ミディアムボディ

シャトー クリネ
ロナン バイ クリネ  ルージュ

小売価格

魅力的なモレロチェリーや木
苺、フレッシュなスパイスの
香り。口当たりはエレガント
で凝縮していて、ブラックベ
リー、黒スグリやプラムの味
わいにマダガスカルペッパー
のニュアンスもあります。 

<メルロー100％> 

フランス

1,900円

商品CD  167468
ミディアム

クァンノ アリアニコ カンパニア 

小売価格

程よくタンニンがあり、ほの
かな甘草の風味が心地よい
味わい。4ヶ月のバリック熟
成。日本市場向けのオリジ
ナルラベルは、赤と合わせ
ることによって一枚の絵に
なります。

イタリア
<アリアニコ> 

3,500円

商品CD  138238
ミディアム

M フレスコバルデイ
キャンティ ルフィーノ
ニポツツアーノ  リゼルヴァ

小売価格

タンニンは引き締まっていて
も鋭角的ではなく、これもニ
ポツァーノの土壌の個性の現
れと言えます。余韻は、再び、
香りに現れていた深い果実の
特徴へと回帰していきます。

イタリア
<サンジョヴェーゼ、
マルヴァジア・ネラ、コロリーノ> 

1,750円

商品CD  159891
ミディアムボディ

ムッソ ピノノワール
（オーガニック）

小売価格

ラズベリーレッド。イチゴなど
の赤いベリー、そしてチョコ
レートやスパイスのアロマが
広がります。熟した赤い果実
のマーマレードの味わい。フ
レッシュでエレガント、そして
優しいタンニンが長期熟成
を可能にします。

スペイン
<ピノノワール> 

<メルロー> 

ムッソ　メルロー
（オーガニック）

1,750円

スペイン

小売価格

商品CD 106640
ミディアムボディ

色は濃密なチェリーレッ
ド、熟したフルーツの複雑
な香り。エレガントで親し
みやすい仕上がりとなって
います。豚肉のシチューや
ハンバーガーにもよく合い
ます。

<モンテプルチアーノ> 

オルソーニャ コステ ディ モーロ
モンテプルチアーノ
（ビオディナミ）

2,800円

イタリア

小売価格

商品CD  109960
ミディアムボディ
光を通さないルビーレッド。赤
い果実、ジャム、ほんのりココ
アとトーストの香りがブーケを
完成させます。まろやかなタン
ニンとアーモンド風味のフィ
ニッシュが特徴的。ハムやサ
ラミ、オーブン焼きやグリルし
た肉、濃厚なソースのパスタ
と一緒に

<プリミティーヴォ> 

アマストゥオーラ アマ
プリミティーヴォ ＩＧＰ　
（オーガニック）

2,500円

イタリア

小売価格

商品CD  109956
ミディアムボディ

ブドウ自体が持つ濃厚さが、プ
ルーンやマラスキーノチェリー
のジャム、シナモン香と共に、
ほのかなミネラル感と相まって
感じられます。ボリューミーであ
りながら繊細で濃厚、バランス
も取れており、余韻にはベリーと
スパイスが残ります。

1,200円

商品CD 167556
ミディアム

ヴィッラ カトレヤ
カベルネ ソーヴィニョン

小売価格

ベリーや赤い果実の風味に
スパイスのニュアンス。まろ
やかな口当たりで、しっかりと
したボディのあるバランスの
よい味わい。

<カベルネソーヴィニョン> 

フランス



Wines Selection
名畑おすすめワイン 赤ワイン

Red Wine

<メルロー> 

アマストゥオーラ アマ
ロッソ ＩＧＰ　
（オーガニック）

2,340円

イタリア

小売価格

商品CD  109955
ミディアムボディ

ルビーのような色合いで、チェ
リーやイチゴといった赤い果実
が鮮やかに香る中に、かすかに
花のようなニュアンスも感じま
す。飲み口はフレッシュで、柔ら
かなタンニンが持続します。
様々な料理に合う赤ワインで
す。

辛口 <ボバル> 

ムッソ　ボバル　ロゼ
（オーガニック）

1,750円

スペイン

小売価格

商品CD  105356

上品な褐色がかったオレンジの
色合い。爽やかで奥深い果実の
香り、オレンジティーや桃、そし
て甘く優しいバニラがかすかに
感じられます。フレッシュですっ
きりとした辛口なので、新鮮な
魚介類に良く合います。

1,500円

商品CD  158377
フルボディ

ムシータ ネロダヴォラ

小売価格

チョコレートやブラックベリー
の複雑な香り、ボリューム感の
あるタンニンとバランスの取れ
た渋みが大変心地よいです。
焼鳥を始めとした鶏料理、サル
シッチャを使ったピッツァによ
く合います。フレンチオーク樽
にて8ヶ月熟成。

<ネロダーヴォラ> 

イタリア

1,500円

商品CD 158378
フルボディ

ムシータ シラー

小売価格

胡椒系スパイスや軽やかな赤
い果実の香り、野性味ある
しっかりとした酸味と果実味
のバランスの良さが特徴的で
す。サラミ類や子羊の香草焼き
やジンギスカン料理、パプリ
カやスパイシーな手羽先など
によく合います。
フレンチオーク樽
にて8ヶ月熟成。

<シラー> 

イタリア

1,500円

商品CD  158376
フルボディ

ムシータ
カベルネソーヴィニヨン

小売価格

シガーや濃厚なベリー系の香
り、綺麗な酸味とフレッシュな
果実感が特徴的な味わいで
す。トリッパなどの煮込み料理
や、フィオレンティーナ風のビ
ステッカなど牛肉料理や焼肉
との相性は抜群です。
フレンチオーク樽
にて8ヶ月熟成。　

<カベルネソーヴィニョン> 

イタリア

1,500円

商品CD  158379
フルボディ

ムシータ メルロー

小売価格

ブルーベリーやフランボワーズのフ
レッシュな香りとシナモンの濃厚
な香りが続き、柔らかいくみずみず
しい丸いタンニンの余韻が長く続
く優しい味わいが特徴。ベリー系の
果物を合わせた鴨のロースト、バ
ターやセージなどハーブを使った
ソースや豚の炭火焼、生姜焼きなど
によく合います。
フレンチオーク樽
にて6ヶ月熟成。

<メルロー> 

イタリア

1,203 円

商品CD  104119
辛口

メリーニ フロレジア・ヴィオラ
キアンティ

小売価格

ベリー系のフルーツやスミレ
などの華やかな香り、バラン
スの取れたエレガントな味
わいです。 Floregia(フロレ
ジア)は、Florence(フィレン
ツェ)、Giglio(ユリ)をイメー
ジしたファンタジーネームで
す。

< サンジョヴェーゼ主体> 

イタリア

1,858円

商品CD  94927
ミディアム

ルィ・ピエール・エ・フィス
シラー メルロ 

小売価格

黒すぐり、いちご、ブラックチェ
リーの上質な香りの中に、シナ
モンやコショウのスパイシーさ
が溶け込み、ややソフトでバラ
ンスのよいフルボディ。
口当たりがとてもなめらかな上
に複雑味も十分お楽しみいた
だける逸品で
す。

<シラー 45％ メルロ 45％
グルナッシュ＆ムールヴェードル 10％> 

フランス

1,800円

商品CD 89133
ミディアム

サンタ・クリスティーナ
ファットリア・レ・マエストレッレ

小売価格

濃厚な赤系果実とチョコレー
トミントの香り。口に含むと
バランスがよく芳醇でなめら
かなタンニンを感じる。フィ
ニッシュは最初に感じたアロ
マが再びあらわれ余韻が続
く。

<サンジョヴェーゼ、メルロ、シラー> 

イタリア

1,700円

商品CD  159513
ミディアム

クネ　アスア　クリアンサ 

小売価格

味わいは非常にやわらかく、
スムース。そして果実由来の
甘みと、こなれたタンニンの
複雑味のある味わい。長い余
韻が特徴的です。

スペイン
<テンプラニーリョ85%、グラシアーノ、
マスエロ、ガルナッチャ15%> 

 2,000円

商品CD 26138
ミディアム

プラネタ ラ セグレタ
ロッソ

小売価格

濃いチェリー系のレッド。ベ
リーやコショウのアロマ、滑
らかでドライな味わい、心地
よい後味が長く続きます。

<ネロ・ダーヴォラ、メルロー、
シラー、カベルネ・フラン> 

イタリア

 3,200円

商品CD  109334
ミディアム

プラネタ プラムバーゴ 赤

小売価格

プラムや熟したブラックベ
リーの香り。ソフトなタンニン
でバランスが良く気軽に飲め
るワイン。

イタリア
<ネロ・ダーヴォラ> 

3,400円

商品CD  161960
ミディアム

プラネタ
チェラズオーロディヴィットリア

小売価格

イチゴやチェリー、干しいちじ
くや干しブドウなどのフルー
ツの華やかな香り、やさしい
タンニンと心地良い酸味、口
いっぱいにアロマが広がりま
す。

< ネロ・ダーヴォラ
フラッパート> 

イタリア

1,850円

商品CD  101849
フルボディ

エミリアーナ　ノヴァス
カベルネ・ソーヴィニョン 

小売価格

ジューシーで、口当たりはベ
ルベットのように滑らかで、タ
ンニンはワインによく溶け込
み、生き生きとした酸が感じ
られる。

< カベルネ･ソーヴィニョン > 

チリ

1,850円

商品CD  87929
ミディアム

エミリアーナ　ノヴァス 
ピノ・ノワール 

小売価格

凝縮感のあるイチゴやブラッ
クカレントの果実の香りと、
滑らかなタンニン、複雑味、
酸味などがバランスよく感じ
られ、心地よい果実が後味に
広がります。

< ピノノワール> 

チリ

1,300円

商品CD  172880
ミディアム

エミリアーナ　チキン・ラン
カベルネ・ソーヴィニョン
（オーガニック）

小売価格

【業務用専用商品】
サクランボにかすかなスモー
クされた香りに鉛筆の芯の
ニュアンスのある中庸な骨格
を持つバランスのとれたワイ
ンです。

< カベルネ・ソーヴィニョン> 

チリ



Wines Selection
名畑おすすめワイン 赤ワイン

Red Wine

< ピノ・ノワール> 

エミリアーナ
チキン・ラン ピノ・ノワール
（オーガニック）

1,300円

チリ

小売価格

商品CD  169206
ミディアムボディ

【業務用専用商品】
ベリー系や甘いバニラ、かすか
な花の香りが感じられます。味
わいは、ベルベットのような滑
らかな舌触りで中庸な骨格を持
ち、長い後味が感じられます。

フルボディ <カベルネ・ソーヴィニョン,
 カルメネール, マルベック,
 ムールヴェードル, 
プティット・シラー, シラー> 

エミリアーナ
コヤム ヴァレ・デ・コルチャグア 

3,500円

チリ

小売価格

商品CD  155761

このワインは赤い肉のグリルや
煮込み等洗練されたシンプル
な料理から、スペアリブ、鴨の
胸肉のイチジクのソース等、幅
広い料理に合うワインです。

1,800円

商品CD  42254
フルボディ

コッポラ・ロッソ＆ビアンコ
ロッソ カリフォルニア

小売価格

コッポラ家のファミリーワイン
として、ホームメードな心地よ
いブレンドのワインです。みず
みずしく凝縮感のある果実と
しなやかなタンニンが特徴で
す。

アメリカ
< カベルネ・ソーヴィニヨン主体> 



Wines Selection
名畑おすすめワイン その他ワイン

Othe� Wine

ポルタ レオーネ プロセッコ
ブリュット ハーフ

商品CD  153911

辛口 <グレラ> 

1,150円

イタリア

小売価格

爽やかさを連想させるクリ
アな色合い、華やかな香り
と飲み心地の良さが自慢の
アロマティックなシャンパー
ニュ方式で造られるスパー
クリングワインです。

【ハーフ】

<シャルドネ、ピノノワール、ピノムニエ> 

ジャカール ブリュット
ハーフ

商品CD  137188

辛口

フランス

新鮮で黄金色の色合い。 泡
立ちも長くエレガントに続き
ます。洋梨を想わせるフルー
ティーなブーケが特長。口あ
たりは、パワフルなアタック
でありながらもエレガントな
味わいが魅力です。

【ハーフ】3,600円
小売価格

【ハーフ】

バルディビエソ　ブリュット
ハーフ

商品CD  152833

辛口 <シャルドネ,ピノノワール> 

650円

チリ

小売価格

爽やかな柑橘果実の風味と
ふくよかな質感が特徴的
で、心地よい泡が立ち上が
ります。

700円

バルディビエソ
シャルドネ　ハーフ

商品CD 142760

辛口 < シャルドネ> 

チリ

小売価格

熟した柑橘類やオレンジの
皮のアロマとクリスピーな
酸。程よいオーク香を持つ
上質な味わいが特徴です。

<カベルネソーヴィニヨン> 

700円

商品CD  143055

フルボディ

チリ

バルディビエソ
カベルネソーヴィニヨン
ハーフ

小売価格

甘いスパイス香やコーヒー
のアロマも漂う複雑味のあ
るカベルネ。

<トレッビアーノ,シャルドネ,他> 

【ハーフ】975円

商品CD  105726

辛口

イタリア

モンテリーベロ　スプマンテ
ブリュット　ビアンコ　ハーフ

小売価格

心地よいフルーティな香り
と爽やかさ、そして余韻の残
る味わいが特徴です

<シャルドネ60％、トレッビアーノ40％> 

【1,500ml】

マドンナ デイ ミラーコリ
ミラーコロ　ビアンコ

商品CD  172896

辛口 

1,700円

イタリア

小売価格

凝縮感のある輝きを帯びた
麦わらイエロー色。果実味の
ある香りとフレッシュで心地
よい味わい。バランスが良
く、誰もが楽しめるフレッ
シュなデイリーワイン。

<テンプラニーリョ、ガルナッチャ> 

ドーニャ テレサ
ティント BIB

商品CD  93637

ライト～ミディアムボディ

フルーティーで少しスパイシーさのある
香り。柔かくなめらかな飲み心地の良い
赤ワインです。

スペイン

【3,000ml】

2,600円

小売価格

<アイレン> 

【3,000ml】

2,600円

商品CD  93638

辛口 

スペイン

ドーニャ テレサ
ブランコ BIB

小売価格

グリーンアップルを彷彿させるフレッ
シュな香りと、爽やかで口当たりの良
い、親しみ易い辛口ワインです。

【1500ml】 1,700円

イタリア商品CD  172897

ミディアム

マドンナ デイ ミラーコリ
ミラーコロ　ロッソ

小売価格

濃いルビーレッド色。果実味
豊かな香りとバランスのと
れたストラクチャー。飲みや
すく心地よい、卓越したデイ
リーワイン。多くの人の舌を
楽しませることができる。

<モンテプルチャーノ60％、サン
ジョヴェーゼ20％、メルロー20％。> 

<カベルネ・ソーヴィニヨン> 

【3,000ml】
2,810円

チリ商品CD  160561

ミディアムボディ

ワールドセパージュ
カベルネ・ソーヴィニヨン
バッグ・イン・ボックス　

小売価格

【業務用専用商品】
カシスやチェリーを思わせる芳醇なアロ
マ。パワフルなボディ感を最大限に引き
出し、タンニンは柔らかく、スムーズな口
当たりが特長です。

<シャルドネ> 

【3,000ml】

ワールドセパージュ
シャルドネ
バッグ・イン・ボックス　
商品CD  160562

やや辛口

2,810円

オーストラリア

小売価格

【業務用専用商品】
パイナップルを思わせるメロウなアロマ。も
ぎたてフルーツを頬張ったような、いきい
きとした酸味が口いっぱいに広がります。

<メルロー、モンテプルチアーノ
カベルネ ソーヴィニヨン> 

【1500ml】 1,343円

イタリア商品CD  99140

ミディアムボディ

ブォナ ヴィータ　
ロッソ 1500　

小売価格

メルロー、カベルネ･ソー
ヴィョンの2つの国際品種
と、中部イタリアを中心に栽
培されているモンテプルチ
アーノから造られた赤ワイ
ン。心地よい香りとまろやか
な口当たりのワインです。

<ガルガーネガ> 

【1,500ml】

ブォナ ヴィータ　
ビアンコ 1500

商品CD  99141

辛口 

1,343円

イタリア

小売価格

イタリアを代表する“ソアー
ヴェ”に使われるブドウとして
有名なガルガーネガから造ら
れた白ワインです。淡い麦わ
ら色。繊細で心地よいブー
ケ。さわやかな酸味が印象的
なワインです。

【ハーフ】

シャトー オー リオ
ボルドー ブラン  ハーフ

商品CD  153937

辛口 <ソーヴィニヨンブラン他> 

980円

フランス

小売価格

アントゥル・ドゥ・メール地
区で造られる白ワイン。フ
レッシュかつフルーティな
味わいは、魚介類はもちろ
ん、様々なお料理によく合い
ます。

<カベルネソーヴィニヨン、
カベルネフラン、メルロ> 

【ハーフ】980円

商品CD  153936

ミディアムボディ

フランス

シャトー オー リオ
ボルドー ルージュ ハーフ

小売価格

アントゥル・ドゥ・メール地
区で造られる赤ワイン。生き
生きとした果実味が身上で
す。シダーやセージの爽やか
な風味が食欲をそそる、大
変飲みやすいワインです。





Wines Selection
名畑おすすめワイン オーガニックワイン&BIOワイン

Organic & BI O wine

<モナストレル> 

赤
イントルソ オーガニック

商品CD  149235
ミディアムボディ

1,000円

スペイン

小売価格

スペイン南東部フミリアの
赤。有機栽培。口当たりは
滑らかで、丸みのある酸と 
ほど良いタンニンとのバラ
ンスが良い飲みやすさの中
に凝縮感のあるワインで
す。

<リースリング> 辛口

白
フォン ウィニング ドラゴン
リースリングトロッケン BIO

商品CD  172324

2, 100円

ドイツ

小売価格

今ドイツで最も注目を集め
る造り手の、辛口リースリン
グ。目の覚めるようなミネラ
ル感が特徴でトロピカル・
フルーツの芳醇な香りが溢
れます。 

<シャルドネ> <ソーヴィニョン・ブラン> 辛口

白
ガンマ オーガニック
シャルドネ レセルバ
商品CD  150327
辛口

1,250円

チリ

小売価格

有機ブドウ（IMO認定）を
使用するチリ屈指の自然派
ワイナリー。柑橘果実やト
ロピカルフルーツのフレー
バー。ナッツ香も現れ、フ
レッシュで洗練された口当
たりが特徴の白ワイン。

白
ノヴァス
 ソーヴィニョン・ブラン BIO
商品CD  105651

1,850 円

チリ

小売価格

緑がかった明るい黄色で、
華やかな香りを持っていま
す。グレープフルーツやラ
イム、マンゴに、かすかな
塩分と共にや白胡椒のフ
レーバーも感じられます。
ちょうど良いボリューム
感、酸が長い後味に繋がり
ます。

【オーガニック】

<ピノノワール> 

赤
エコ バランス ＰＮ
カサブランカ ヴァレー
商品CD  148744
ミディアムボディ

1,100円

チリ

小売価格

有機栽培ブドウと、有機栽
培移行中のブドウだけから
造られ、100%PN、50%はフ
レンチオークで8カ月熟成。
柔らかなタンニンを果実と
酸味が包み込むような優し
さを持ったワイン。

【オーガニック】

<グルナッシュ90%
シラー10%> 

赤

ドメーヌ・ラ・フローラン
ア・フルール・ド・パーンプル・
ルージュ　BIO
商品CD  103457
ミディアムボディ

2,127円

フランス

小売価格

やや野生的でパワフルな香
り。グルナッシュの柔らかさ
がジューシー、パーティに
飲んで欲しいビオワイン。

【IMO認証　
ビオロジック】

<グリッロ、シャルドネ> 辛口

白
タンヌ ビアンコ
オーガニック
商品CD  95321

1,400 円

イタリア

小売価格

蜜を含んだ甘い香り、そし
てみかんの花のようなフ
ローラル感。口に含むと穏
やかな酸と凝縮した果実
の旨味。ミネラルと果実の
味わいがふくらむように広
がり、抜群のボリューム感
があります。

【オーガニック】

<マルサンヌ 90%, ヴィオニエ 10%> 辛口

白

ドメーヌ・ラ・フローラン　
ア・フルール・ドゥ・パーンプル・
ブランBIO

商品CD  101120

2, 127 円

フランス

小売価格

花の蜜香と綺麗な酸がバラ
ンス良く、天然酵母の生き
生きとした香りがナチュラル
なビオワイン。

<シャルドネ> 辛口

白
ボンテッラ　シャルドネ

商品CD  6299

2,770 円

アメリカ

小売価格

冷涼な地域で健全に育てら
れたボンテッラのシャルド
ネは、年々青リンゴや洋梨、
さらに柑橘系のノートがよ
りはっきりとあらわれてき
ています。

【オーガニック】【BIO】

【BIO】 【BIO】

【オーガニック】

<シャルドネ 70% 、ソーヴィニョン・ブラン 30%>  辛口

白
サン パトリニャーノ
アウレンテ ビアンコ

商品CD  159555

1,800 円

イタリア

小売価格

まろやかでフルーティーな飲
み口で、心地よい苦味とシャー
プな酸が全体をひきしめるバ
ランスの良い白ワイン。
ステンレスタンク
オーガニック認証あり

【オーガニック】

<シャルドネ> 辛口

白
チキン・ラン シャルドネ　チリ
（オーガニック）

商品CD  171366

オープン

チリ

小売価格

グレープフルーツやライムのリ
フレッシュ感溢れる柑橘のア
ロマが、パイナップルなどの柔
らかなトロピカルフルーツのア
ロマとよく溶け合い、かすかな
ハーブの香りも感じられます。
味わいは、バランスのとれたフ
レッシュ＆フルーティなワイン
でベルベットのような滑らか
な舌触りで、長い心地よい後
味のワインです。

<テンプラニーリョ> 

赤

商品CD  101792
フルボディ

2,000円

スペイン

小売価格

テンプラニーリョ特有の強
いジャミーな感じがすくな
いので、万人受けしやすい
味わいです。オーガニックワ
イン特有の還元臭はほとん
ど感じられません。

【オーガニック】

ヴェンタ モラレス
オーガニック

<カベルネ･ソーヴィニョン > 

赤

ノヴァス
カベルネ・ソーヴィニョン
BIO

商品CD  101849
フルボディ

1,850円

チリ

小売価格

ブラックカラントや完熟し
たイチゴのエレガントな香
りに、トーストやタバコ、ク
ルミのアロマがうまく溶け
込み複雑味を出している。
ジューシーで、口当たりはベ
ルベットのように滑らかで、
タンニンはワインによく溶
け込み、生き生きとした酸
が感じられる。

赤

商品CD  95322
ミディアムボディ

1,400円

イタリア

小売価格

完熟したベリー、スパイス、
インクなどの奥行きのある
香り。口当たりは柔らかくボ
リュームある果実味。タンニ
ンはしっかりしていますが、
とても当りがよく滑らか。樽
の使用は無いのですが、本
格派の味わい。

【オーガニック】

タンヌ ロッソ
オーガニック

<ネロ・ダーヴォラ、
　メルロー> 

赤

商品CD  159556
ミディアムボディ

1,800円

イタリア

小売価格

やさしく柔らかな口当たり
で、豊かな果実味とまろや
かなタンニン、心地よい酸
のバランスがとれたエレガ
ントな赤ワイン。
オーク樽+瓶内熟成　　
オーガニック認証あり

【オーガニック】

サン パトリニャーノ
アウレンテ ロッソ　

<サンジョヴェーゼ> 

赤

商品CD  106696
ミディアムボディ

2, 800円

ドイツ

小売価格

希少なドイツ産有機ワイン。
完熟した赤果実に透明感と
華やかなさがあり、ブルゴー
ニュを彷彿とする。滑らかで
洗練されており、コクと奥行
きのあるとても秀逸なピノ・
ノワール。

【オーガニック】

ハイトリンガー・ピノ・ノワール
オーガニック

<ピノ・ノワール > 



Wines Selection
名畑おすすめワイン 鮨に合うワイン

Sushi Wine

<ナイアガラ> やや甘口

白泡

高畠 亜硫酸無添加
スパークリング
ナイアガラ　16

商品CD  168922

1,473円

山形県

小売価格

山形県産の健康なナイアガ
ラを用いた、華やかな香り
ときりっとした酸、程良い
甘さが絶妙のスパークリン
グワインです。

<ヴェルメンティーノ> <シャルドネ> 辛口

白

セッラ＆モスカ
モンテオーロ・ヴェルメンティーノ
ガッルーラ

商品CD  31493
辛口

2,291 円

イタリア

小売価格

完熟したヴェルメンティー
ノから造られるサルデー
ニャ州唯一のD.O.C.G.ワイ
ン。繊細でフローラルかつ
複雑なアロマを持ち、口当
たりはまろやか。すっきりと
した酸としっかりとしたボ
ディが様々な料理によく合
います。

白

バロン・フィリップ・ド
ロスチャイルド　ヴァラエタル
シャルドネ
商品CD  41276

1,150 円

フランス

小売価格

繊細さをあわせもった凝
縮感のある香り。トロピカ
ルフルーツの風味のあるバ
ランスの良い味わい。

<ヴェルデーカ> 辛口

白

カステッロ・モナチ
“ペトラルーチェ” 
ヴェルデーカ・サレント

商品CD  96091

1,509 円

イタリア

小売価格

果物や花の魅惑的な香り、
フレッシュで飲み心地のよ
いワインです。
サレント地方に多い真っ白
な石が、日光に照らされて
輝く光から名づけられまし
た。

<シャルドネ> 辛口

白
高畠 亜硫酸無添加
シャルドネ　 

商品CD  104534

1,573 円

山形県

小売価格

魚介類とワインを食べ合わ
せした時に感じる生臭さ。こ
れはワインの亜硫酸塩と、魚
介類の（DHAやEPA）が結合
した結果生じるものと研究
論文として正式に発表され
ています。「亜硫酸無添加
シャルドネ」は、魚介類及び
和食との相性を極めた、唯
一無二のワインと言えます。

<ペコリーノ> 辛口

白
キアラ　オッフィーダ
ペコリーノ　

商品CD  174350

2,000 円

イタリア

小売価格

輝きのある色合い。香りの
インパクトは強くアロマ
ティックな白ワイン。豊かな
ミネラル感に支えられ、特
に魚介料理との相性に定評
があります。
ビオロジック 

<ヴェルメンティーノ>  辛口

白
サンタ マリア ラ パルマ アラゴスタ
ヴェルメンティーノ 

商品CD  4235

1,600 円

イタリア

小売価格

味わいは辛口、酸味は少なく
フレッシュさが爽快。
ラベルに伊勢エビが描かれて
いるように、魚介類、特に甲殻
類と大変相性が良いワインで
す。

<ベルデホ92％、ビウラ8％> 辛口

白
テルモ　ロドリゲス　バサ

商品CD  26188

2,200 円

スペイン

小売価格

青リンゴ、ハーブ、ライムのよう
な爽やかな香りに続き、バナ
ナやパイナップルなどの柔ら
かなフルーツの香りが現れま
す。果実味と、酸のフレッシュ
さが抜群のバランスを形成。
お鮨や和食にもよく合いま
す。

<ヌラグス> 辛口

白アルジオラス　セレガス

商品CD  169769

2,400 円

イタリア

小売価格

フルーティーで香り高いバ
ランスのとれたアロマが広
がる。ふくよかでこくのある
リッチな味わいから、かす
かに苦味のあるフィニッ
シュへと繋がる、ヌグラス
の個性が良く反映されたワ
イン。

< ソーヴィニヨンブラン９４％、
シャルドネ６％> 辛口

白
オイスターベイ　マールボロ
ソーヴィニヨン　ブラン　

商品CD  99174

2,690 円

ニュージーランド

小売価格

凝縮したパッションフルー
ツやトロピカルフルーツの
豊かで新鮮な香りと、キリッ
とした歯切れのよい辛口ワ
インです。牡蠣等のシーフー
ドや、さっぱりとした和食に
良く合います。

<ソーヴィニヨン・ブラン>  辛口

白
シレーニ
ソーヴィニョンブラン

商品CD  119701

1,900 円

ニュージーランド

小売価格

グレープフルーツの柑橘香に
優しいハーブが立ち込めます。
ニュージーランド産の爽やか
な辛口ワイン。

<シャルドネ> 辛口

白
メゾン ウィリアム フェーブル
シャブリ １er ヴァイヨン 16

商品CD  44399

5,400 円

フランス

小売価格

日当たりに恵まれた畑ならで
はの、よく熟した果実の風味
と透明感のある酸味が特徴で
す。ミネラルも豊かで、控え目
な樽香とのバランスもよく取れ
ています。 

<ミュラートゥルガウ> 

白

商品CD  140781
辛口

2,500円

イタリア

小売価格

クルミ、イラクサ、白桃を思
わせる程良いアロマと濃厚
な香り。フレッシュで、豊か
な心地良い味わいと、余韻
の長さがある。食前酒に最
適。シーフードのリゾットや
魚のグリル、揚げ物全般に
も良く合う。

ケットマイアー
ミュラートゥルガウ 赤

商品CD  158564
ライト

1,364円

山形県

小売価格

一般的にワインの酸化防止
剤として使用される亜硫酸
塩を無添加で醸造すること
により、素材の味を活かす、
特に魚介類との相性を極め
たワイン。

亜硫酸無添加
マスカットベリーA

<マスカットベーリーA> 

赤

商品CD  9955
ミディアムボディ

1,900円

イタリア

小売価格

濃厚でスパイシーな香りと
は逆に味わいは辛口でソフ
ト。潮風が吹きこむ島で造
られるので魚介、特に赤身
の魚と抜群！

パーラ　モニカ
ディ　サルデーニャ　

<モニカ> 

赤

商品CD  176990
ミディアムボディ

1,747円

イタリア

小売価格

紫がかったルビー色。バラや
スミレなどの香りと、複雑で
濃厚、フルーティな香り。ソ
フトなタンニンとベルベット
のような飲み口が印象的な
リッチな味わい。

サラパルータ　カラニカ
フラッパート＆シラー

<フラッパート50%、
シラー50%> 

魚介全般

魚介全般 魚介全般 魚介全般 甲殻類

魚介全般 牡蠣 白身・甲殻類 魚介全般

魚介・揚物 魚介全般 秋刀魚 (焼き ) 赤身

魚介全般 小肌烏賊・蛸




