
①【サッポロビール㈱】
No. 国/地域 画像 年号

ﾌﾗﾝｽ

泡白 ｼｬﾝﾊﾟｰﾆｭ

ﾌﾗﾝｽ

泡白 ｼｬﾝﾊﾟｰﾆｭ

ｱﾒﾘｶ

赤 ﾅﾊﾟ

ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ

赤 ｳｺ･ｳﾞｧﾚｰ

オーストラリア

白 南オーストラリア州

オーストラリア

赤 南オーストラリア州

②【アイコニック　ワイン・ジャパン㈱】
No. 国/地域 画像 年号

ｱﾒﾘｶ

白 ﾅﾊﾟ･ｳﾞｧﾚｰ

ｱﾒﾘｶ

赤 ｻﾝﾀ･ﾊﾞｰﾊﾞﾗ

ｱﾒﾘｶ

赤 ﾅﾊﾟ･ｳﾞｧﾚｰ

ｱﾒﾘｶ

赤 ﾅﾊﾟ･ｳﾞｧﾚｰ

¥3,230 （+税） （Memo)

1844年にイギリスから移住したクリストファー・ローソン・ペンフォールズ博士がアデレード郊外のマークギルに診療所を設立したのが始まり！当時は酒精強化ワインを医療用にと造っていましたが、49年に伝説のワインメー
カー「マックス・シューバート」が就任し、グランジを産み出しました。このシラーズは、マックス・シュバート生誕100年を記念したワイン。フレンチ、アメリカンオークで12ヶ月熟成させ、黒系果実やバニラ、ナツメグのようなスパイ
スの香りと。滑らかなタンニンと長い余韻がとても心地よい。2016年発表の新商品。おススメです！

3

4

ワイン名

N.V. 
1

ﾃﾀﾝｼﾞｪ･ﾉｸﾀｰﾝ N.V. 

ブドウ品種

シャルドネ50％
ピノ・ノワール50％

ｼｬﾙﾄﾞﾈ40％
ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ＆ﾋﾟﾉ･ﾑﾆｴ60% ¥8,000

通常価格（+税）

2
（+税） ¥6,800 （+税） （Memo)

6

甘口のシャンパーニュの 高峰！美しきノクターン･･･♪フランス大統領が行う晩餐会には必ず登場するテタンジェ。「 高の晩餐のお供に」がテーマの「ノクターン（夜想曲）」は、キラキラと揺らめくような麦
わら色の色調、香りは繊細でフレッシュ、熟した果実と白い花を連想させてくれます。ほのかな甘み、程よい熟成感、ムースのように柔らかい飲み口。食事が終わった後、デザートと一緒、もしくはアフターに

適です。ショパンを聞きながら・・・♪甘口シャンパーニュをお楽しみください。

（Memo)

1734年創業！「シャンパンの貴婦人」と呼ばれるほど洗練された味わいは飲む者全てを魅了し、歴代フランス大統領が主催するエリゼ宮での公式晩餐会にも選ばれる歴史と格式あるシャンパンハウス！近
年では2014年から3年連続でノーベル賞の晩餐会で使用されるなど、注目度も高い。プレリュードはアヴィズ、メニル・シュール・オジェのシャルドネとブジー、アンボネイののピノ・ノワールというグラン・クリュ
のみのブドウで構成された1本。上品で気品のある味わいはノン・ヴィンテージのコント・ド・シャンパーニュのよう！

ﾃﾀﾝｼﾞｪ･ﾌﾟﾚﾘｭｰﾄﾞ･ｸﾞﾗﾝ･ｸﾘｭ

¥7,500 （+税） ¥6,375 （+税） （Memo)

カリフォルニアのキング・オブ・コンサルタントと名高いのトニー・ソーター氏が立ち上げたワイナリー。エチュードの名前の由来は、「練習」「鍛練」「訓練」などであり、試行錯誤してよいワインを作っていくとい
う意思表示。数々の超一流ワイナリーの仕事を断り、この1本に集中して出来上がったというキュヴェ。カーネロスはナパとソノマにまたがるAVAであり、 も南に位置するためナパの中でも非常に冷涼で、
シャルドネ、ピノ・ノワールに適した地域。カーネロスの覇者が作るピノ・ノワール。仏樽12ヶ月熟成（新樽率25％）。

ｴﾁｭｰﾄﾞ･ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ･ｶｰﾈﾛｽ　2016 2016 ピノ・ノワール

¥4,500 （+税） ¥3,825 （+税） （Memo)

ズッカルディはアルゼンチンの銘醸地メンドーサに本拠地を置く有力ワイナリーの一つであり、アルゼンチン高級ワインの先駆者的な存在。栽培地はアンデス山脈の東側の乾燥した土地にあり、アンデスからの雪解け水を灌
漑として利用。適度に酸素を通し、寝かせながら適正に酸化させることができるコンクリートタンクを使用する点も特徴の一つ。ホセは木樽で24ヶ月熟成させ、後に香りを引き出す為フィルタリングせずボトリングした1本。深い
色と力強いタンニン、果実の余韻と酸味が見事に調和した、アルゼンチン 高級の赤！

ｽﾞｯｶﾙﾃﾞｨ ﾎｾ　ﾏﾙﾍﾞｯｸ　ｳﾞｧﾚ･ﾃﾞ･ｳｺ　ﾒﾝﾄﾞｰｻ　2014 2014
ﾏﾙﾍﾞｯｯｸ

ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ

¥9,500 （+税） （+税）¥8,075

ｶﾓﾐ ｼｬﾙﾄﾞﾈ ﾘｻﾞｰｳﾞ ﾅﾊﾟ･ｳﾞｧﾚｰ 2013 2013 ｼｬﾙﾄﾞﾈ100% ¥3,980 （+税） ¥3,383
7

（+税） （Memo)

高のディナーを演出する熟成ナパ・シャルドネ！カモミはイタリア系移民の3人の仲間で2006年にナパ・ヴァレーに設立した生産者。食事を大切にするイタリア文化をアメリカの地で広めるべく、食事や人生
の潤滑油になるような美味しいワインを作る事を理想としています。アメリカンドリームを夢みてイタリアでのキャリアを捨てた彼らは、味で勝負するべく、とても素晴らしいクオリティです。このシャルドネリ
ザーヴはグレートヴィンテージの2013年産。オーガニックの単一畑のブドウから、完熟パイナップル、バニラなどの豊かな風味を持つ完成度の高いワインが造られます！

ワイン名 ブドウ品種 通常価格（+税） （※会場受付限定）

5
ペンフォールズ　マックス　シャルドネ　アデレード・ヒルズ 2017

¥3,980 （+税） ¥3,383 （+税） （Memo)

ストルプマンの新作！愛すべきサンジョヴェーゼ！1993年頃にトム・ストルプマンが長らく探していた石灰質土壌をサンタ・イネズ・ヴァレーで見つけ、同地に畑を購入し、以来、灌漑をせずに 高のブドウを
作る事を目標に栽培してきました。同地では、ライムストーンが地中90ｍほどのところまで続いているので、根が地中まで深く伸び、灌漑をせずに、水分や栄養を蓄える事ができます。カリフォルニアでは、
今、主要品種以外に、イタリア品種や樹齢の古いオルタナティヴ品種が大人気です。このストルプマンのサンジョヴェーゼも流行りだけでは終わらない素晴しい味わい！

ｽﾄﾙﾌﾟﾏﾝ･ｳﾞｨﾝﾔｰﾄﾞ ﾗﾌﾞ･ﾕｰ･ﾊﾞﾝﾁ 2018 2018 ｻﾝｼﾞｮｳﾞｪｰｾﾞ100%

¥3,800 （+税） ¥3,230 （+税） （Memo)

1844年にイギリスから移住したクリストファー・ローソン・ペンフォールズ博士がアデレード郊外のマークギルに診療所を設立したのが始まり！49年に伝説のワインメーカー「マックス・シューバート」が就任し、グランジを産み出
した事により世界中に知られる様になりました。このシャルドネは、マックスの生誕100年を記念したシャルドネ。アデレード・ヒルズのブドウを使用し、大樽で熟成。ナッツのような香ばしい香りに蜜っぽさを表現し優美溢れる味
わい！どのロケーションにもぴったりです。幅広い料理に合わせる事が出来ます。プレゼントにもオススメです

2017 シャルドネ

ペンフォールズ マックス・シラーズ 2016 2016 シラーズ ¥3,800 （+税）

¥3,980 （+税） ¥3,383

8

9
（+税） （Memo)

2017年一回限りの特別なワイン。大切な人への贈答にも！ナパ・ヴァレーのモダンな黄色いワイナリーと言えば、ホワイトホール・レーン。1979年の設立以来ヴァレーフロアの自社畑の高品質なブドウにこだ
わり歴史のあるワイナリーです。 新の技術を取り入れながら、畑を日々訪れるたゆまない努力は数々の実績で証明されています。このワインは2017年にたった一度だけ造られた特別キュヴェ。ナパ・カベ
ルネで 高の品質とバリューを実現。果実味に溢れ温かみがあり、ナパヴァレーのワインに求めるものが全て詰まっています。大切な人との時間に空けたい特別なワインです。

ﾎﾜｲﾄﾎｰﾙ･ﾚｰﾝ ﾌﾚﾝｽﾞ&ﾌｧﾐﾘｰ ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ 2017 2017
ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ75%/ﾒﾙ

ﾛｰ25%

¥7,800 （+税） ¥6,630
10

（+税） （Memo)

元祖プリズナーの味わい！究極のジンファンデルブレンド！ディヴ・フィニーは1998年に旗艦ワインの『ザ・プリズナー』を含むオリンスウィフト・セラーズを立ち上げ、その名を世界中に轟かせました。ジンファ
ンデルに脚光を浴びさせ、次なるプロジェクトは2012年。セント・ヘレナの小さな8エーカーの畑を手に入れ、オリンスウィフト創業メンバーで新たなワイナリーを設立しました。銘醸畑「クレーン」の"弟子”とも
いえる畑から、凝縮感溢れる果実味と、鮮やかな酸、きめ細かいタンニンを持つスペシャルなワインが生まれます。ディサイプルズ＝弟子、と名付けられたインパクト抜群ワイン！

ｻﾞ･ｸﾚｰﾝｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰ ﾃﾞｨｻｲﾌﾟﾙｽﾞ 2016 2016
ｼﾞﾝﾌｧﾝﾃﾞﾙ76％

ｼｬﾙﾎﾞﾉ13％/ｸﾞﾙﾅｯｼｭ6％
ﾌﾟﾃｨ･ｼﾗｰ5％

15％OFF価格（+税）

15％OFF価格（+税）

（※会場受付限定）



③【㈱アストル】
No. 国/地域 画像 年号

ﾌﾗﾝｽ

白 ﾎﾞﾙﾄﾞｰ

ﾌﾗﾝｽ

赤 ﾎﾞﾙﾄﾞｰ

ﾌﾗﾝｽ

赤 ﾎﾞﾙﾄﾞｰ

ﾌﾗﾝｽ

赤 ﾎﾞﾙﾄﾞｰ

ﾌﾗﾝｽ

極甘白 ﾎﾞﾙﾄﾞｰ

④【(株)稲葉】
No. 国/地域 画像 年号

ﾄﾞｲﾂ

白 ﾗｲﾝｶﾞｳ

ﾄﾞｲﾂ

白 ﾓｰｾﾞﾙ

ｲﾀﾘｱ

泡白 ﾏﾙｹ州

ｲﾀﾘｱ

赤 ﾌﾟｰﾘｱ州

ｲﾀﾘｱ

赤 ﾋﾟｴﾓﾝﾃ州

15
ｼｬﾄｰ･ｸｰﾃ 2005

（+税） （Memo)

約20年熟成のバルバレスコ・リセルヴァ 1999年！サロット家で大切に熟成させた秘蔵のバルバレスコ。何年もの間、ワイナリー内で、この古いワインの存在は忘れ去られていましたが、近
年、古い醸造日記と一緒に発見されました。スパイシーでなめし皮の要素が感じられる香りと、非常にやわらかい味わい。これほどまでに長い期間の熟成を経て、驚きの品質に到達したにも
関わらずこの価格でリリースするとは！！

20
ﾛﾍﾞﾙﾄ･ｻﾛｯﾄ　ﾊﾞﾙﾊﾞﾚｽｺ D.O.C.G. ﾘｾﾞﾙｳﾞｧ　1999 1999 ﾈｯﾋﾞｵｰﾛ100％ ¥6,000 （+税） ¥5,100

（+税） （Memo)

ワイルドな凝縮感！濃密スクインツァーノ！良い年にしか造らない限定キュヴェ。すこし野生的でスパイシーな風味で、まるでアマローネのような凝縮感があります。樽熟成からくるはっきりと
したバニラ香が楽しめます。フレンチオークで24ヶ月、瓶で12ヶ月熟成。ブドウ品種のネグロ・アマーロは、プーリア州特にサレント半島で細微されている黒ブドウ。色が濃く、タンニンの強い赤
ワインとなります。

19
ﾛｯｶ･ﾃﾞｲ･ﾓﾘ　ｽｸｲﾝﾂｧｰﾉ D.O.P. ﾛｯｿ･ﾘｾﾞﾙｳﾞｧ　ｳｲﾘｴｰｻﾞ　2015 2015

ﾈｸﾞﾛｱﾏｰﾛ70％
ｻﾝｼﾞｮｳﾞｪｰｾﾞ30％ ¥3,000 （+税） ¥2,550

ｳﾞｪﾚﾉｰｼﾞ　ｸﾞﾗﾝ･ｷｭｳﾞｪ　ｳﾞｪﾚﾉｰｼﾞ　2012 2012
シャルドネ70％

ピノ・ノワール３０％
\3,300

→\3,000 （+税） ¥2,550 （+税） （Memo)

瓶内2次発酵！熟成期間60ヶ月以上の極上スプマンテ！マルケ州にはメトド・クラシコのスプマンテに対する D. O. C.、 D. O. C. G.などの格付けがないため、造ろうとする人はほとんどいませ
んでした。しかし、この生産者ヴェレノージはシャンパーニュ製法によるスプマンテが造りたいと考え、葡萄（ピノ）を植えるところからスタートしました。とてもきめ細かな小さな泡と、黄色い果
実、アプリコット、そしてパンやクッキー、ハチミツの風味がたっぷりと楽しめます。天然酵母で発酵。

17

18

ｼｭﾛｽ･ﾘｰｻﾞｰ　ﾋﾟｰｽﾎﾟｰﾀｰ　ｺﾞｰﾙﾄﾞﾄﾛｯﾌﾟﾋｪﾝ　ｶﾋﾞﾈｯﾄ　2017 2017 ﾘｰｽﾘﾝｸﾞ100％ ¥4,000 （+税） ¥3,400 （+税） （Memo)

ワイン名 ブドウ品種 通常価格（+税） （※会場受付限定）

ｸﾛｽﾀｰ･ｴｰﾍﾞﾙﾊﾞｯﾊ ｼｭﾀｲﾝﾍﾞﾙｶﾞｰ ﾘｰｽﾘﾝｸﾞ ｶﾋﾞﾈｯﾄ 2017 2017 ﾘｰｽﾘﾝｸﾞ100％ ¥3,300 （+税） ¥2,805 （+税） （Memo)

１１３６年設立。ドイツ 大規模を誇りライガウで も歴史あるこの地を代表する国営醸造所クロスター・エーベルバッハ。「シュタインベルガー」はドイツ国内でたった”５つの畑のみ”名乗る事
の出来る特級畑（オルツタイラーゲ）！ドイツワインの等級として使われるカビネットという言葉は、クロスター・エーベルバッハのカビネット（Cabinet）セラーから生まれた。ドイツ 高峰のひと
つです。厚みのある柔らかな芳香と長く続く余韻は流石の一言！これを知らずにドイツのリースリングは語れない！

2005
ｾﾐﾖﾝ75％

ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ･ﾌﾞﾗﾝ23％
ﾐｭｽｶﾃﾞﾙ2％

¥9,000 （+税） ¥7,650 （+税） （Memo)

バルサックにあるソーテルヌ格付け第一級シャトー。ボルドーに数あるシャトーの中でも、 も歴史の古いシャトーに数えられています。同地区にあるクリマンとは長年の好敵手。バルザックの土壌は、隣接
するソーテルヌと比べて、石灰分の多い粘土質。ソーテルヌ地区のワインが派手でゴージャスなイメージだとすると、バルザックのワインはバランスが良く、上品で優美なのが特徴。その中でもこのクーテは
優雅な香り、甘味と酸味のバランスが絶妙で 高ランクの評価。飲めば幸せな気分になれること間違いなし！

¥10,500 （+税） ¥8,925 （+税） （Memo)

ポイヤックにあるメドック公式格付け第五級のシャトー。シャトーの名は当時、ランシュ・バージュも所有していたランシュ伯爵から名付けられました。長い間低迷していましたが、ボルドーの名門カステジャ家
が買い取ったことにより、往年の名声を取り戻しつつあります。ポイヤック村にある格付けシャトーの中では一つだけ離れた場所に位置しており、良い意味でポイヤックらしくなく、どちらかと言えばしなやかで
しっかりとしたストラクチャーの比較的早く飲めるタイプ。近年はカベルネの比率を増やし、筋肉質的なワインに変貌中。

13

14

ｼｬﾄｰ･ﾗｸﾞﾗﾝｼﾞｭ 2009 2009 ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ73％/
ﾒﾙﾛｰ27％ ¥13,500 （+税） ¥11,475

（+税） （Memo)

当店主催の大試飲イベントで売上本数で2冠に輝いたシャトー・サント・リュス・ベルヴェから待望の白ワインが新登場！「レ・オーブリーヌ」と呼ばれる約1.35ヘクタールの区画から生産されます。4日間のマセ
ラシオン・ペリキュレール。新樽にて長めの発酵。25%の新樽のバリックにてシュール・リーを行いながら12か月間の熟成。爽やかさを持ちつつも凝縮感のある濃厚な果実味。リッチさに溢れ、余韻が長く続き
ます。長期熟成スタイルのメドック格付けシャトーが造る、ボルドーブランを彷彿とさせる飲みごたえ。

ﾚｸｽﾌﾟﾚｯｼｮﾝ･ﾄﾞ･ﾏﾙｺﾞｰ 2008 2008
ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ70%/ﾒﾙ

ﾛｰ30% ¥4,000 （+税） （Memo)

誰もが知る、あのマルゴーの超優良生産者2シャトーから提供されたワインを瓶詰めしたA.Cマルゴーのワイン。カベルネ・ソーヴィニヨンを主体にメルローをブレンドし、ステンレスタンクにて12か月間熟成し
ています。熟成感のあるベリー系の果実味やハーブ、下草、ドライフラワーなどの複雑みのある風味を帯び、丸みのあるタンニンと心地よい余韻が楽しめる高品質のワイン。マルゴー産ワインの特徴である
華やかさと力強さが十分に引き出されたコストパフォーマンス抜群の1本。育ちの良さが十二分に感じられます。

11

12

ｼｬﾄｰ･ｻﾝﾄ･ﾘｭｽ･ﾍﾞﾙｳﾞｪ･ﾚ･ｵｰﾌﾞﾘｰﾇ 2015 2015
ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ･ﾌﾞﾗﾝ80%/ﾐｭｽｶ

ﾃﾞﾙ20% ¥3,300 （+税） ¥2,805

（+税） （Memo)

サンジュリアンにあるメドック公式格付け第3級シャトー。その歴史は古く、中世に貴族のラグランジュ・モンテイル家の名と共に、広く知られる存在でした。17世紀初頭にはすでに古文書に記録が残されてい
るほど。しかし、1925年以降、シャトーは荒廃し、低迷期に。その後、1983年に日本の企業が購入し、劇的に向上。植替えを行っていたブドウの樹齢が20年を超え、過去の名声を上回るほどの高評価を得る
までに。ワインは古典的なメドックらしいタンニンとフィネスと洗練さを持つ。果実味豊かで、深み、凝縮感があります。2009年はpp90点。飲み頃は今～2037年頃。

ｼｬﾄｰ･ﾗﾝｼｭ･ﾑｰｻ 1996 1996 ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ7０％/
ﾒﾙﾛｰ30％

ワイン名 ブドウ品種 通常価格（+税） （※会場受付限定）

16

¥3,400 （+税）

15％OFF価格（+税）

15％OFF価格（+税）

モーゼルで も洗練されたワインを造り出すフリッツ・ハーク家の長男トーマス・ハークは、ガイゼンハイムのワイン大学を卒業後、シュロス・リーザーの経営を任されました。彼の活躍でシュ
ロス・リーザーはかつての知名度を回復。追い求めるのは昔から続く「軽やかさ、心地よい酸、柔らかい果実味」。代表的なゴールドトロップヒェンは南向き、60度の斜面に位置し、青色と灰色
粘板岩土壌。保水力が高く、エネルギッシュで免疫力が高いのが特徴。桃やアプリコットを思わせる果実と、しっかりとした酸とのバランスが見事な1本です！



⑤【(有)ヴァンクゥール】 ※ビオワイン（オーガニックワイン） ※自然派ワイン（ナチュラルワイン）

No. 国/地域 画像 年号

ﾌﾗﾝｽ

白 ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ

ﾌﾗﾝｽ

赤 ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ

ﾌﾗﾝｽ

赤 ﾎﾞｼﾞｮﾚ‐

ｽﾍﾟｲﾝ

白 ｶﾀﾙｰﾆｬ

ｽﾍﾟｲﾝ

赤 ｶﾀﾙｰﾆｬ

⑥【ヴィレッジセラーズ㈱】
No. 国/地域 画像 年号

ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ

白 ﾏｰﾃｨﾝﾎﾞﾛ

ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ

赤 ｾﾝﾄﾗﾙ･ｵﾀｺﾞ

ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ

赤 ﾉｰｽ・ｶﾝﾀﾍﾞﾘｰ、ﾜｲﾊﾟﾗ･ｳﾞｧﾚｰ

ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ

赤 ﾉｰｽ・ｶﾝﾀﾍﾞﾘｰ、ﾜｲﾊﾟﾗ･ｳﾞｧﾚｰ

（+税） （Memo)

1991年にワイパラ・ヴァレーに設立されたブティック・ワイナリー。創業者が退いた後、2017年から同地域のコヤマ・ワインズの小山竜宇氏がオーナー醸造に就任。手摘み収穫後、冷温で果実を漬け込んで
から除梗してオープン発酵槽で発酵後、全量ブルゴーニュ産新樽で15ヶ月間熟成。インクのような赤、細いルビー色の淵。若いうちはプラム、チェリーなどのフルーツ、丁寧な造りがうかがえる優しくエレガン
トな飲み口。キリッとした酸が高めのヴィンテージです。穏やかな熟成を迎えたNZ産ピノ・ノワールをぜひお試しください。

ﾍﾟｶﾞｻｽ･ﾍﾞｲ･ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ 2014 2014 ピノ・ノワール100% ¥6,800 （+税） ¥5,780 （+税） （Memo)

ニュージーランドのTOP5に選ばれた代表生産者。そして、アタ・ランギ、フェルトン・ロード等と共にニュージーランドの家族経営のブティック・ワイナリーが所属する「Family of 12」に加盟。ワイ
パラは、南島のクライストチャーチの北にある産地で、ペガサス湾から冷涼な潮風が吹きこみ、ハングタイムが長く、凝縮したブドウが収穫出来る産地です。ワイルドチェリー、ラズベリー、に
焼いたキノコやブラックオリーヴ、コーヒーの風味。ダークチョコレートのような深みのある余韻がたまらないほど胸いっぱいに広がります！

28

29

ﾏｳﾝﾄﾌｫｰﾄﾞ･ｴｽﾃｰﾄ ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ 2008 2008 ピノ・ノワール100% ¥8,500 （+税） ¥7,225

（Memo)

深みのある優雅で洗練されたピノ・ノワールが世界的評価を確立し、ニュージーランドＴＯＰ５の 初に挙げられる蔵元。アタ・ランギは、「新しい始まり」「夜明けの空」という意味のマオリ語です。クレイグホー
ルは1983年に植えられたワイナリーの真向かいにある畑。樹齢30年を超える、砂利質土壌の低収量の葡萄を自生酵母で樽発酵。ナッツやアーモンドの風味に、柑橘とハチミツのアロマが溶け込み、硬質な
ストラクチャーとリッチなボディが10年以上の熟成を経て見事に調和しています。白もやっぱり美味しいアタ・ランギ！

ﾌｪﾙﾄﾝ･ﾛｰﾄﾞ ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ ﾊﾞﾉｯｸﾊﾞｰﾝ 2013 2013 ピノ・ノワール100% ¥8,000 （+税） ¥6,800 （+税） （Memo)

NZ大名醸地の一つであるセントラル・オタゴ。世界で一番南にある景色が美しい産地！南極からの海流により冷気が流れ込むので、寒暖差が激しく、凝縮感と綺麗な酸味を兼ね揃えていま
す。若き天才醸造家ブレア・ウォルター氏が「自然の力」を活かし、天然酵母で清澄、ろ過も 小限。ラズベリー、チェリーの熟したダークフルーツの果実味にオーク樽とほのかなスパイス。豊
潤で、しなやかなタンニンを伴うフィニッシュ。NZの５ツ星生産者の絶品ピノ・ノワール。生産量も少ないので是非ともお試し下さい。

26

27

ワイン名 ブドウ品種 通常価格（+税） （※会場受付限定）

ｱﾀ･ﾗﾝｷﾞ ｸﾚｲｸﾞﾎｰﾙ･ｼｬﾙﾄﾞﾈ 2008 2008 シャルドネ100% ¥6,700 （+税） ¥5,695 （+税）

（+税） （Memo)

フランク・マサールは1991年にフランス･ロワール地方ソーミュールのソムリエ学校を出た後にドイツ、イギリスでソムリエに従事。1996年にイギリスのソムリエ選手権で優勝し、その後2000年
からスペインのトーレスで働きながら、2004年に自分の畑を買いドメーヌをスタートさせた新進気鋭の生産者。ちなみにAUDACIAには「大胆」という意味があり、若馬のデザインのように大胆
に動きのあるワインに仕上がっています！たっぷりと詰まった旨味エキスに上品な酸と洗練されたミネラルがきれいに溶け込んでいます！

ﾌﾗﾝｸ･ﾏｻｰﾙ ｳｪﾘｬｽ 2014 2014
ｶﾘﾆｬﾝ60%/ｸﾞﾙﾅｯｼｭ

40% ¥5,500 （+税） ¥4,675 （+税） （Memo)

フランク・マサールは1991年にフランス･ロワール地方ソーミュールのソムリエ学校を出た後にドイツ、イギリスでソムリエに従事。1996年にイギリスのソムリエ選手権で優勝し、その後2000年
からスペインのトーレスで働きながら、2004年に自分の畑を買いドメーヌをスタートさせた新進気鋭の生産者。ウェリャスはそのフランク・マサールが造る上級キュヴェ。ダークチェリー、、スミ
レ、クローブ、シナモンなどの香り。ワインはリッチで力強く、しっかりとした酸とストラクチャーがあり、凝縮した滑らかな果実味を硬質なミネラルとキメの細かいタンニンが締める！

24

25

ﾌﾗﾝｸ･ﾏｻｰﾙ ｱｳﾀﾞｼｱ 2016 2016 ｺﾞﾃﾞｰﾘｮ100% ¥3,500 （+税） ¥2,975

（+税） （Memo)

１９９６年設立。ブルゴーニュのクルティエとして働いた１０年間で「全てのブルゴーニュを飲み尽した」と語り、自身の信念である「VIN VIVIN＝生きたワイン」をコンセプトに自然をリスペクトし葡
萄の声に耳を傾けたテロワール・ワインと呼ぶに相応しいを見事なグラン・ヴァン。平均樹齢６７年以上の葡萄を使用したフレデリック・コサールを象徴する衝撃の１本。

ｼﾞｬﾝ･ﾌｫﾜﾔｰﾙ ACﾓﾙｺﾞﾝ ｺｰﾄ･ﾄﾞ･ﾋﾟｨ 2017 ﾏｸﾞﾅﾑ 2017 ｶﾞﾒｲ ¥10,000 （+税） ¥8,500 （+税） （Memo)

１９８１年本格的に始動し現在では、マルセル・ラピエールと並びモルゴン四天王の1人に数えられるジャン・フォワヤール。「PINOTER」ピノ・ノワールの個性を持つと称される優美なスタイル
が魅力的。２０１５年から長男のアレックス、２０１７年から次男のルイがドメーヌのメンバーに加わり、親子体制でワインづくりに励む。グリオットやラズベリーなどの華やかで上品なアロマ。果
汁たっぷり、旨味の１本。マグナムが特におススメです！

22

23

ﾄﾞﾒｰﾇ･ﾄﾞ･ｼｬｿﾙﾈｲ ｻﾝ･ﾛﾏﾝ ｽｰ･ﾛｯｼｭ 2017 2017 ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ ¥6,850 （+税） ¥5,823

ワイン名 ブドウ品種 通常価格（+税） （※会場受付限定）

ﾄﾞﾒｰﾇ･ﾄﾞ･ｼｬｿﾙﾈｲ ｻﾝ･ﾛﾏﾝ ｺﾝﾌﾞ･ﾊﾞｻﾞﾝ　2017 2017 ｼｬﾙﾄﾞﾈ ¥6,700 （+税） ¥5,695 （+税） （Memo)

１９９６年設立。ブルゴーニュのクルティエとして働いた１０年間で「全てのブルゴーニュを飲み尽した」と語り、自身の信念である「VIN VIVIN＝生きたワイン」をコンセプトに自然をリスペクトし葡
萄の声に耳を傾けたテロワール・ワインと呼ぶに相応しいを見事なグラン・ヴァンをリリースしている。特級畑モンラッシェと同じ地層から生み出される感動の１本。17年のエネルギッシュな酸
を体感して下さい!

21

15％OFF価格（+税）

15％OFF価格（+税）



⑦【㈱ヴィントナーズ】 ※自然派ワイン（ナチュラルワイン）

No. 国/地域 画像 年号

ｲﾀﾘｱ

白 ﾌﾘｳﾘ･ｳﾞｪﾈﾂｨｱ･ｼﾞｭｰﾘｱ州

ｲﾀﾘｱ

ｵﾚﾝｼﾞ ｳﾝﾌﾞﾘｱ州

ｲﾀﾘｱ

白 ｼﾁﾘｱ州

ｲﾀﾘｱ

赤 ﾄｽｶｰﾅ州

ｲﾀﾘｱ

赤 ﾌﾟｰﾘｱ州

⑧【㈱nakato】 ※ビオワイン（オーガニックワイン）

No. 国/地域 画像 年号

ﾌﾗﾝｽ

白 ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ

ﾌﾗﾝｽ

赤 ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ

ﾌﾗﾝｽ

白 ﾛｰﾇ

ﾌﾗﾝｽ

赤 ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ

38

¥6,400 （+税） ¥5,440 （+税）

34

（Memo)

１９８９年設立。１９９１年初リリースのコート・デュ・ローヌを代表するドメーヌ。現在ではイヴ・キュイロン、ピエール・ガイヤールと共に北ローヌの新世代三傑として名を挙げられる程の存在。
世界的に評価を上げ素晴らしいワインを世にリリースし続けています。樽熟成が施され美しきテクスチャーとこの土地特有のスケール感を感じさせる偉大なる白ワイン。新樽率25％で約10ヵ
月間エイジング。生産量7,000本の希少な逸品です。

2017 ﾌﾟﾘﾐﾃｨｰｳﾞｫ100％
\8,500

→\7,500 （+税） ¥6,375 （+税） （Memo)

プーリア州のプレミアム級プリミティーヴォ！2004年よりワイン造りを始めたジャンフランコ・フィノ。それ以前はイタリアの食文化に多大な影響を与えた「神様」ルイジ・ヴェロネッリの片腕として、ヴェロネッリのオリーブオイルガ
イド作成をコーディネートし、オリーブオイルの専門家として活躍。ワイン造りでもその能力は高く、彼の造るフラッグシップワインの『エス』は「イタリア赤ワインTop100」にて4度も1位を獲得する実力。このワイン『セ』は、平均樹
齢5年の若い畑から造られますが、収穫後の醸造工程は新樽率以外『エス』と同じ工程をたどっており、『エス』に近いクオリティのプリミティーヴォです。『Se』とはフロイトの弟子である心理学者ユングの提唱する概念「自己
（Self）」の意。ユングはこの「自己」が心の一番中心にあるものとし、この「自己」の働きにより自分が自分らしく生きられるのだと考えました。

ﾏﾙｻﾝﾇ50％
ﾙｰｻﾝﾇ50％

35

ワイン名 ブドウ品種 通常価格（+税） （※会場受付限定）

ﾐｼｪﾙ･ｸﾄｰ ｻﾝ･ﾄｰﾊﾞﾝ 1ER･CRU ｱﾝ･ﾚﾐﾘｰ 2015

37

36

ﾀﾞｳﾞｨﾄﾞ･ﾃﾞｭﾊﾞﾝ ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ･ｵｰﾄ･ｺｰﾄ･ﾄﾞﾆｭｲ･ﾙｰｼﾞｭ 2017　ﾏｸﾞﾅﾑ　1500ml 2017 ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ ¥9,800 （+税） ¥8,330 （+税） （Memo)

ブルゴーニュの若手No.1といえる注目のダヴィド・デュバン。葡萄の栽培に際しては、 高のコンディションで生育できるように畑仕事にできる限り時間を使い、また除草剤、化学肥料などは
用いず有機栽培。カシス系の香りで、しっかりとしたボリュームが感じられます。ミネラル感があり、のびやかな酸もある複雑味。樽熟成14ヶ月（新樽率30％） 日本に限定60本。早い者勝ちで
す！

ﾄﾞﾒｰﾇ･ﾌﾗﾝｿﾜ･ｳﾞｨﾗｰﾙ ｻﾝｼﾞｮｾﾌ･ﾌﾞﾗﾝ･ﾒｰﾙﾗﾝ 2012 2012

2015 ｼｬﾙﾄﾞﾈ ¥8,400 （+税） ¥7,140 （+税） （Memo)

１９９７年初リリース。シャサーニュ・モンラッシェで 高評価を得るミッシェル・ニーヨン氏の義理の息子という”超”名門一家。シャサーニュ・モンラッシェを知り尽くした彼は、数々の傑作ワイン
を生み出します。このアン・ルミリィはサン・トーバンきっての銘醸地。なんとシュヴァリエ・モンラッシェからわずか300Mといった好立地にあるのです。味わいも長い余韻と気持ちの良いミネラ
ル。極上の余韻が魅力的。才能あふれる醸造家が醸す極上の白ワイン。この初リリースは見逃せません！

ｼﾞｽﾚｲﾇ･ﾊﾞﾙﾄ ｼｬﾝﾎﾞｰﾙ･ﾐｭｼﾞﾆｰ 2015

（Memo)

バッカス×ヴィーナス×キューピッドが描かれたキアンティ・クラッシコ！「 Bramosia 」はイタリア語の「切望」の意。ラベルのテーマは「ロマンス」。キューピッドが恋の矢でバッカスとヴィーナスを魔法にかける
様子が描かれております。どんなロマンスにも魔法が必要なのと同じ様に、キャンティ・クラッシコにもサンジョヴェーゼが必要だといいます。ワインの色合いは濃いルビー。チェリーなどの赤い果実のアロ
マ。リコリスや赤いバラの香りも。豊かな果実味と酸味のバランスが綺麗にとれており、樽やスパイスのニュアンスも感じられます。タンニンも細かくエレガントな味わいです。

ｼﾞｬﾝﾌﾗﾝｺ･ﾌｨﾉ　ｻﾚﾝﾄ･ﾌﾟﾘﾐﾃｨｰｳﾞｫ　I.G.T. ”ｾ”　2017

（+税） （Memo)

世界の銘醸地 ブルゴーニュを代表するトップ生産者であるジスレイヌ・バルト。シャンボール・ミュジニー村で６生産者のみ与えられる 高峰の称号を獲得するこの地 高のドメーヌ。「ヴォ
ギュエ、ジョルジュ・ルーミエ、ミュニエ、アミオ・セルヴェル、ルイ・ボワイヨ」村名でありながらすべて1級畑を使用。"Les Sentiers"、"Les Veroilles"、"Les Noirots"をバランスよく配合した。ボ
リューム感とスケールの反面、ミネラルを豊富に感じるまさに伝統的なシャンボールのスタイルとなっている。ぜひ熟成させたい1本。

33
ﾄﾞﾝﾅ･ﾗｳﾗ　ｷｱﾝﾃｨ･ｸﾗｯｼｺ　D.O.C.G. 　"ﾌﾞﾗﾓｼｰｱ" 2015 2015

サンジョヴェーゼ85％
ﾒﾙﾛｰ15％

\3,140
→\2,850 （+税） ¥2,423

（Memo)

アヨラのじわじわくせになるオレンジワイン！アヨラはウンブリア州の銘醸地オルヴィエートに位置する生産者。レ・コステやカンティーナ・ジャルディーノのもとでワイン造りを行った経歴を持ち、ヤコポ、友人
のジジとトリシアの３人でワイナリーを運営。栗の800L樽にて3-4週間のマセラシオン、同容器内8ヶ月熟成。ブロンズがかったゴールド。完熟した黄色い果実や蜂蜜などの甘い香りに爽やかなハーブや硬質
なミネラル。マセラシオンした分味わいにも厚みがあり、余韻も長く感じられます。醸造中はもちろん、瓶詰め前にもSO2は一切添加しません。2018年8月瓶詰め。

ｳﾞｨｰﾉ･ﾃﾞｨ･ｱﾝﾅ　ﾊﾟﾙﾒﾝﾄ･ﾋﾞｱﾝｺ　2018 2018 ｸﾞﾚｶﾆｺ50％/ｶﾀﾗｯﾄ45％/ﾐﾈｯ
ﾗ、ｶﾘｶﾝﾃ、ｲﾝｿﾘｱ計5％

\4,560
→\3,980 （+税） ¥3,383 （+税） （Memo)

女性醸造家によるエトナの癒し系ナチュラルワイン！マルク・デ・グラツィアやアンドレア・フランケッティ、フランク・コーネリッセンなど、幅広くワインに携わってきた人間が、自身のワインを造るために辿り着く場所が『エトナ』。
ヴィーノ・ディ・アンナのアンナ・マルテンスもその一人。栽培には、除草剤や農薬は一切不使用で有機栽培。醸造でも野生酵母のみでの発酵、醸造中の人的介入は 低限、瓶詰め時はSO2不使用、無濾過・無清澄と、自然
なままでのワイン造りをポリシーとしています。この白は、グレカニコのみ1週間マセラシオン。同容器内にてシュール・リーにて5ヶ月熟成。SO2は澱引き時に10mg/L添加、瓶詰め時は無添加。

31

32

ｱﾖﾗ　ﾋﾞｱﾝｺ･ﾏﾁｪﾗｰﾄ　(2017) 2017
プロカニコ100％
（樹齢50～70年）

\4,540
→\3,950 （+税） ¥3,358

ｶﾝﾃ　ｶｯﾊﾟ･ﾁ･ｼｬﾙﾄﾞﾈ　KC　ｳﾞｪﾈﾂｨｱ･ｼﾞｭｰﾘｱ I.G.T. 2018 2018 ｼｬﾙﾄﾞﾈ100％ \4,100
→\3,850 （+税） ¥3,273 （+税） （Memo)

「これはすごいワイン。いくらだ？どこの産地だ？」リアルワインガイド64号にて、、、（※前2017年ヴィンテージの評価）「価格を考えるとド級のワイン。」「これはすごいワイン。いくらだ？どこの産地だ？」と絶
賛。ただし飲む人を選ぶかもしれない、、、酸化防止剤（SO2)無添加のカンテ・シャルドネです。トロみのある酵母香、粘性、ミネラルの塊。ナチュラルワインのエネルギーをバシバシ感じます。マセラシオンは
行わずステンレスタンクにて発酵、同容器内6ヶ月間熟成。醸造時、瓶詰め時ともにSO2不使用。無濾過にて瓶詰め。ナチュラルワイン好きな方は必ずどうぞ。

30

15％OFF価格（+税）

15％OFF価格（+税）

ワイン名 ブドウ品種 通常価格（+税） （※会場受付限定）

（+税）

（+税）

2015 ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ \13,000
→\12,500 （+税） ¥10,625



⑨【野村ユニソン㈱】 ※自然派ワイン（ナチュラルワイン）

No. 国/地域 画像 年号

ﾌﾗﾝｽ

白 ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ

ﾌﾗﾝｽ

白 ﾛｰﾇ

ﾌﾗﾝｽ

赤 ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ

ﾌﾗﾝｽ

赤 ﾙｰｼｮﾝ

ﾌﾗﾝｽ

泡ﾛｾﾞ ﾋﾞｭｾﾞ

⑩【BMO(株)】 ※自然派ワイン（ナチュラルワイン）

No. 国/地域 画像 年号

ｽﾍﾟｲﾝ

微泡白 ｶﾀﾙｰﾆｬ

ｽﾍﾟｲﾝ

微泡赤 ｶﾀﾙｰﾆｬ

ｽﾍﾟｲﾝ

白 ｶﾀﾙｰﾆｬ

ｽﾍﾟｲﾝ

白 ｶﾀﾙｰﾆｬ

ｽﾍﾟｲﾝ

赤 ｶﾀﾙｰﾆｬ

ｽﾍﾟｲﾝ

赤 ｶﾀﾙｰﾆｬ

49
ﾊﾟﾙﾃｨｰﾀﾞ･ｸﾚｳｽ ﾎﾞﾊﾞﾙ BB 2016

ｶﾙﾄｩｼｬ･ﾍﾞﾙﾒｲ
100%

¥4,200 （+税） ¥3,570 （+税） （Memo)

パルティーダ・クレウスはイタリア・ピエモンテ出身のオーナー、マッシモ氏が2000年に2haの畑を購入したことが始まり。カタルーニャの土地で自給自足の生活をしたいと想い、生活の拠点を 探し求めていた
マッシモ氏が、森に囲まれた畑に植えられた数本のスモイの古木を発見！すぐにこの土地でのワイン造りを決意し現在に至ります。このキュヴェはカルトゥシャ・ベルメイという土着品種を100%使用。白ブド
ウですが果皮に色を付ける成分が入っている為、外観がゴールドピンク色に。醸造方法も個性的で、マセラシオン期間はなんと120日間！甲殻類や和食と相性良し。

46

47

ﾊﾟﾙﾃｨｰﾀﾞ･ｸﾚｳｽ ｽﾋﾞﾗ･ﾊﾟﾚﾝﾄ SP 2017 2017 ｽﾋﾞﾗ･ﾊﾟﾚﾝﾄ100% ¥4,200 （+税） ¥3,570

48
ﾊﾟﾙﾃｨｰﾀﾞ･ｸﾚｳｽ ﾋﾞﾈｯﾛ･ﾃｨﾝﾄ VN 2017 2017

（Memo)

パルティーダ・クレウスはイタリア・ピエモンテ出身のオーナー、マッシモ氏が2000年に2haの畑を購入したことが始まり。カタルーニャの土地で自給自足の生活をしたいと想い、生活の拠点を 探し求めていた
マッシモ氏が、森に囲まれた畑に植えられた数本のスモイの古木を発見！すぐにこの土地でのワイン造りを決意し現在に至ります。このキュヴェはカルトゥシャ・ベルメイという土着品種を100%使用。白ブド
ウですが果皮に色を付ける成分が入っていて、果皮の渋みはとても滋味深さがあります。ウィスキーを思わせる熟成感に酔いしれてください。

ﾊﾟﾙﾃｨｰﾀﾞ･ｸﾚｳｽ ﾋﾞﾈｯﾛ･ﾃｨﾝﾄ･ﾍﾟｯﾄ･ﾅｯﾄ VN 2017 2017
ｶﾞﾙﾅｯﾁｬ/

ｽﾓｲ/その他5品種 ¥5,200 （+税） ¥4,420 （+税） （Memo)

パルティーダ・クレウスはイタリア・ピエモンテ出身のオーナー、マッシモ氏が2000年に2haの畑を購入したことが始まり。カタルーニャの土地で自給自足の生活をしたいと想い、生活の拠点を
探し求めていたマッシモ氏が、森に囲まれた畑に植えられた数本のスモイの古木を発見！すぐにこの土地でのワイン造りを決意し現在に至ります。 このキュヴェはなんと7品種を同じ割合で
使用。野イチゴのような甘酸っぱさがたまらないチャーミングな味わい。カシスやストロベリーなど赤系果実の旨みがじわじわと広がります。

44

45

ワイン名 ブドウ品種 通常価格（+税）

15％OFF価格（+税）
ワイン名 ブドウ品種 通常価格（+税） （※会場受付限定）

15％OFF価格（+税）

39
ﾌｨﾘｯﾌﾟ･ﾊﾟｶﾚ ｼｬﾌﾞﾘ･1ER･CRU ﾎﾞｰﾛﾜ 2013 2013 ｼｬﾙﾄﾞﾈ \11,000

→\10,000 （+税） ¥8,500 （+税） （Memo)

故「マルセル・ラピエール」を叔父に持ち、自然な醸 造を体系化した「ジュール・ショヴェ」に師事した1人。プリューレ・ロックで醸造を10年間担当し、DAC社の醸造責任者への誘いもあったが
2001年に独立した事はとても有名。「色々な野性酵母を活かしきる環境をつくることこそが醸造。今美味しいことも重要。」と語る。シャブリの1級畑ボーロワは、ミネラルと言うよりはフルー
ティーで円やかな味わいが魅力的。2013年は知る人ぞ知るシャブリ 高のヴィンテージです！少し貴腐がかったような蜜っぽさが素晴らしい。

40
ﾀﾞｰﾙ･ｴ･ﾘﾎﾞ ｻﾝｼﾞｮｾﾌ･ﾌﾞﾗﾝ 2014 2014 ﾙｰｻﾝﾇ100％ ¥6,800 （+税） ¥5,780 （+税） （Memo)

リボ渾身の力作！ルネ・ジャン・ダールと親友であるフランソワ･リボが運営するドメーヌ。ダール・エ・リボと言えばエルミタージュも有名ですがこのルーサンヌ100％で造られる白も美味しい！
見た目はゴールドから茶色を想わせる濃い色合いで、しっかりとした旨味があるのに驚くほどの美しい酸味とミネラルを感じさせてくれます。ドライパイナップルを思わせる熟度と香り高さが魅
力的。王道、自然派関係なく飲んでほしい1本です。

41
ﾌｨﾘｯﾌﾟ･ﾊﾟｶﾚ ﾎﾞｰﾇ・1ER･CRU ﾍﾟﾘｴｰﾙ 2012 2012 ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ ¥11,500 （+税） ¥9,775 （+税） （Memo)

フィリップ・パカレは、ロマネ・コンティ社の醸造長の座を断り2001年に独立した事でも有名な自然派生産者。農薬、化学肥料、除草剤、そして極力亜硫酸は使わずに造り続ける自然農法の旗
手としても知られる。赤ワインは華やかでブルゴーニュの良い部分を全て見せてくれます。このワインは程よいタンニンにギュっと詰まった旨味、梅のような爽やかな酸味、エキス分が素晴ら
しい。淡く、優しい果実が特徴的！数年の熟成も可能！繊細なお料理に合わせたいファン以外でも楽しみたい1本です！

42
ﾄﾞﾒｰﾇ･ｺﾞﾋﾞｰ ﾑﾝﾀﾀﾞ 2005 2005

グルナッシュ45％/
ｶﾘﾆｬﾝ45％/ﾑｰﾙｳﾞｪｰﾄﾞﾙ5％/ｼ

ﾗｰ5％
¥10,500 （+税） ¥8,925 （+税） （Memo)

フランスワインを語る上で外せない南仏ルーション地方を代表するスター・ドメーヌ。有名評論誌で唯一の三ツ星を獲得しブラインドテイスティングで数十万円以上するシャトー・ル・パンを始
め名だたる有名シャトーに勝利した事で一躍注目を集めたのは有名な話。ドメーヌを代表するトップ・キュヴェであるムンタダ。濃厚でありながらエレガントさを持ち合わせ、世界を驚かせた１
本。”WA９５点獲得”これぞまさしくルーション地方の真髄。

43
ﾗﾌｧｴﾙ･ﾊﾞﾙﾄｩｯﾁ ﾋﾞｭｼﾞｪ･ｾﾙﾄﾞﾝ 2018 2018 ｶﾞﾒｲ･ﾌﾟｰﾙｻｰﾙ ¥3,200 （+税） ¥2,720 （+税） （Memo)

ラファエル・バルトゥッチはロレーヌ地方の製鉄所で電気技師として役10年間働いた後、1992年からヴィニュロンに転身。ジュラの自然派のトップ、オヴェルノワを師と仰ぎ、醸造を学ぶ。その
後サヴォワ地方のビュジェ地区、セルドン村に居を構え、ガメイを使った弱発泡性の中甘口ロゼワイン（ビュジェ・セルドン）のみを造る。酸化防止剤が必要になるのを防ぐ為、他の生産者とは
違う浅い容器に平にブドウを並べて収穫。爽やかでほんのり甘いアセロラとイチゴを頬張ったような味わいです！

ｶﾞﾙﾅｯﾁｬ/ｽﾓｲ/そ
の他5品種

¥3,600 （+税） ¥3,060 （+税） （Memo)

パルティーダ・クレウスはイタリア・ピエモンテ出身のオーナー、マッシモ氏が2000年に2haの畑を購入したことが始まり。カタルーニャの土地で自給自足の生活をしたいと想い、生活の拠点を
探し求めていたマッシモ氏が、森に囲まれた畑に植えられた数本のスモイの古木を発見！すぐにこの土地でのワイン造りを決意し現在に至ります。このキュヴェはスビラ・パレントという土着
品種を100%使用。白い花やジャスミンなど非常にエレガントで繊細な香り。酸もありフレッシュで旨みの効いたミネラルウォーターのような喉越し抜群のワイン。

（※会場受付限定）

ﾊﾟﾙﾃｨｰﾀﾞ･ｸﾚｳｽ ｶﾙﾄｩｼｬ･ﾍﾞﾙﾒｲ･ﾍﾟｯﾄ･ﾅｯﾄ CV 2017 2017 ｶﾙﾄｩｼｬ･ﾍﾞﾙﾒｲ100% ¥5,200 （+税）

2016 ﾎﾞﾊﾞﾙ100% ¥4,200 （+税） ¥3,570 （+税） （Memo)

パルティーダ・クレウスはイタリア・ピエモンテ出身のオーナー、マッシモ氏が2000年に2haの畑を購入したことが始まり。カタルーニャの土地で自給自足の生活をしたいと想い、生活の拠点を 探し求めていた
マッシモ氏が、森に囲まれた畑に植えられた数本のスモイの古木を発見！すぐにこの土地でのワイン造りを決意し現在に至ります。このキュヴェはカルトゥシャ・ベルメイという土着品種を100%使用。白ブド
ウですが果皮に色を付ける成分が入っている為、外観がゴールドピンク色に。醸造方法も個性的で、マセラシオン期間はなんと120日間！甲殻類や和食と相性良し。

¥4,420 （+税）

（+税） （Memo)

パルティーダ・クレウスはイタリア・ピエモンテ出身のオーナー、マッシモ氏が2000年に2haの畑を購入したことが始まり。カタルーニャの土地で自給自足の生活をしたいと想い、生活の拠点を
探し求めていたマッシモ氏が、森に囲まれた畑に植えられた数本のスモイの古木を発見！すぐにこの土地でのワイン造りを決意し現在に至ります。このキュヴェはスビラ・パレントという土着
品種を100%使用。白い花やジャスミンなど非常にエレガントで繊細な香り。酸もありフレッシュで旨みの効いたミネラルウォーターのような喉越し抜群のワイン。

ﾊﾟﾙﾃｨｰﾀﾞ･ｸﾚｳｽ ｶﾙﾄｩｼｬ･ﾍﾞﾙﾒｲ･ﾌﾞﾗﾝｺ CV 2016 2016



⑪【㈱パピーユ】 ※自然派ワイン（ナチュラルワイン）

No. 国/地域 画像 年号

日本
白 山形県

日本
赤 山形県

日本
赤 山梨県

日本
赤 山梨県

⑫【㈱フードライナー】 ※ビオワイン（オーガニックワイン）

No. 国/地域 画像 年号

ｲﾀﾘｱ

白 ﾗﾂｨｵ州

ｲﾀﾘｱ

白 ｼﾁﾘｱ州

ｲﾀﾘｱ

赤 ｶﾝﾊﾟｰﾆｱ州

ｲﾀﾘｱ

赤 ﾄｽｶｰﾅ州

ｲﾀﾘｱ

赤 ｳﾞｪﾈﾄ州

（Memo)

山梨県City Farmの韮崎のメルローと白州のカベルネソーヴィニヨンを頂いてブレンド。 カベルネソーヴィニョンがある白州の畑は、標高が高く冷涼な気候のため、きれいな酸が残る。 樹脂の開放タンクでゆっくりとアルコール
発酵後、木樽で10か月間熟成。このカベルネソーヴィニョンの伸やか酸と、メルローの深みのあるボリューム感、両方のぶどうの特徴をブレンドで活かしたいと思い、1:1の割合でブレンド。ザクロやアメリカンチェリーのような
酸と、アフターにかけて広がるメントールや杉のような複雑味が、余韻を楽しませてくれるような印象。City Farm Merlotとこちらのブレンドの個性の違いをお楽しみ下さい！

ｼｬﾙﾄﾞﾈ100％ ¥3,500 （+税） ¥2,975

（+税） （Memo)

リカーゾリ家の情熱とプライドの 高峰キャンティ・クラッシコ！キアンティ・クラッシコ地区に聳えるブローリオの城を拠点に１０００年に及ぶ歴史を持つリカーゾリ家。現在のキアンティの基礎を築き上げたのは"鉄の男爵"と呼
ばれイタリア共和国の首相も務めた現オーナーの祖先でした。長年の情熱とプライドをかけて造り出されたのがこのワイン。熟成はオークの小樽（新樽）で１６ヶ月間、瓶内で１３ヶ月間。輝きを帯びたルビーレッド色。ベリー系
果実やジャム、トースト、ヴァニラ、コーヒーなどの調和のとれた複雑な香り。上品で繊細ながらも力強さを備える丸みを帯びたボディは余韻に至るまでバランスを崩さない完成品です。

2016
ｺﾙｳﾞｨｰﾅ50％/ｺﾙｳﾞｨﾉｰﾈ20％/ﾛﾝ

ﾃﾞｨﾈｯﾗ25％/
ｵｾﾚｰﾀ、ｸﾛｱﾃｨｰﾅ5％

\10,800
→\8,800 （+税） ¥7,480 （+税） （Memo)

センスが光る！スタイリッシュなアマローネ！サッカーの監督としてUEFA CUP他で優勝に導くなど異例の経歴を持つ当主アルベルト・マレザーニ氏。歴史も伝統もない造り手ながら他のヴァルボリチェッラ地
区とは異なる多様な形状の土地や気候、驚くほど清潔な設備で、素晴らしいワインを生み出します。力強さと繊細さを兼ね備えた複雑な香り。マラスカチェリーを思わせるアロマティックな芳香とブルーベリー
やチョコレート、熟した果実を感じる風味が特徴。

¥5,695

（+税） （Memo)

シチリアの太陽をたっぷり浴びた濃厚系シャルドネ！地中海のボリュームたっぷりなシャルドネが楽しめる1本。バリック(小樽)にて発酵後、澱とともに熟成したリッチな味わいが魅力。色調、果汁共に濃く、南
の太陽をいっぱいに浴びたシャルドネを感じることが出来ます。アルコール度数も高めですが酸が優しいので飲みやすい。バターや蜂蜜、バニラの風味がたまらないという方にはドンピシャのワインです。ち
なみに「ヤレ」とはシャルドネの畑沿いの白っぽい小道の呼び名だそうです。

ﾓﾝﾃｳﾞｪﾄﾗｰﾉ ｺｰﾚ　ｶﾝﾊﾟｰﾆｱ I.G.T. 2015 2015 ｱﾘｱﾆｺ100％ ¥3,800 （+税） ¥3,230 （+税） （Memo)

人生とワインへの愛を彷彿とさせるハートラベル！「南イタリアのサッシカイアだ！」とロバート･パーカーの賞賛を受け一気に世界中の注目を集めたモンテヴェトラーノ。こちらはアリアニコ100％で造るもう一
つのワイン『コーレ』。「CORE」とは地元方言で「ハート」という意味。ラベルはオーナーであるシルビア・インパラートの娘さんのデザイン。彼女たちのワインへの愛を感じます。味わいは、南イタリアならでは
の濃厚さに、イタリアらしい気持ちの良い酸味、アリアニコとは思えないエレガントさが特徴。赤いベリー系果実やスパイシーなアロマが香ります。さすが！の世界観です。

ｸｽﾞﾏｰﾉ ﾔﾚ　ｼｬﾙﾄﾞﾈ ｼﾁﾘｱ D.O.C. 2017 2017

2015

55

56

ｻﾝｼﾞｮｳﾞｪｰｾﾞ90％
ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ5％/ﾌﾟﾃｨ･ｳﾞｪ

ﾙﾄﾞ5％

\7,700
→\6,700 （+税）

ﾎﾟｯｼﾞｮ･ﾚ･ｳﾞｫﾙﾋﾟ　ﾄﾞﾝﾅﾙｰﾁｪ ﾗﾂｨｵ I.G.P. ﾋﾞｱﾝｺ　2018 2018
ﾏﾙｳﾞｧｰｼﾞｱ60％/ｸﾞﾚｺ30％

/ｼｬﾙﾄﾞﾈ10％ ¥3,000 （+税） ¥2,550 （+税） （Memo)

ラツィオ州の飲みごたえ抜群の白！古代ローマ帝国時代には「世界の中心」として栄えたローマを州都とするラツィオ州。「すべての道はローマに通ず」と讃えられ、多くの芸術、信仰、文化の中心として今も
多くの人々を魅了しています。ワインもまた魅力的で美しいワインが多くあります。この生産者ポッジョ・レ・ヴォルピは当店でも長年人気のある生産者。色調は光沢を帯びたイエロー。熟れた果物の香りの
中にアーモンドの香ばしさとバニラの風味が感じられ、しっかりとした果実味があり力強くエレガントな味わいです。クリームを使った料理などと相性抜群！熟成は大樽で12ヶ月間。

57
ﾊﾞﾛｰﾈ･ﾘｶｰｿﾞﾘ ｶｽﾃｯﾛ･ﾃﾞｨ･ﾌﾞﾛｰﾘｵ･ｷｬﾝﾃｨ･ｸﾗｯｼｺ D.O.C.G. ｸﾞﾗﾝ･ｾﾚﾂｨｵｰﾈ 2015

ワイン名 ブドウ品種 通常価格（+税） （※会場受付限定）

（+税） ¥2,210

53

54

ｷﾖｽﾐﾌｼﾞﾏﾙ ｼﾃｨﾌｧｰﾑ　CSME　2018 2018
ﾒﾙﾛｰ

ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ
¥3,200 （+税）

通常価格（+税） （※会場受付限定）

ｷﾖｽﾐﾌｼﾞﾏﾙ ｻﾄｳ ﾃﾞﾗｳｪｱ ﾍﾟﾘｷｭﾚｰﾙ 2018 2018 ﾃﾞﾗｳｪｱ ¥2,950 （+税） ¥2,508 （+税）

（+税） （Memo)

マスカットベイリーAを垣根仕立てで栽培することによって、一本の木からとれるぶどうの量は圧倒的に少なくなり、糖度も香りも味わいの要素もぐっと凝縮したぶどうが収穫される。このぶどうが持っているも
のを全て、ピュアに表現する事を心がけて醸造。１００％除梗ののち、自然に発酵が始まるのを待って、毎日やさしいピジャージュ（櫂入れ）を施しました。プレス後、おりとともにステンレスタンクで熟成。荒い
おりを除いて更に2ヶ月ほど落ち着かせてから瓶詰め。いちごキャンディーやラズベリージャム、わずかにオレガノの甘い香り。口に含むと、ピュアな酸と丸いタンニンが心地よい。

51

（Memo)

ナチュラルワインにこだわり、NZで大活躍のSatoWines佐藤ご夫妻が、日本で醸したデラウェア。山形置賜地区から届いた完熟ぶどうをプレス後、細かい温度管理のもと開放タンクで発酵。ステンレスタンク
で5か月間、自然とワインが澄んで落ち着くのを待ってボトリングをしました。 果実の厚みと飲みごたえ、ほのかに感じるバターなどのクリーミーさは新しいデラウェアの解釈を与えてくれるような面白さ。グ
レープフルーツのような酸味と苦味、完全にドライな造りながらアフターに感じるほのかな甘みは、長く心地よい余韻を残してくれます。

50

ワイン名 ブドウ品種

58
ﾗ･ｼﾞｭｳｳﾞｧ　ｱﾏﾛｰﾈ･ﾃﾞｯﾗ･ｳﾞｧﾙﾎﾟﾘﾁｪｯﾗ　D.O.C.G. 2016

15％OFF価格（+税）

15％OFF価格（+税）

52

ｷﾖｽﾐﾌｼﾞﾏﾙ  ｼﾃｨﾌｧｰﾑ　ﾏｽｶｯﾄ･ﾍﾞｰﾘｰA 2018 2018 ﾏｽｶｯﾄ･ﾍﾞｰﾘｰA ¥2,600

ｷﾖｽﾐﾌｼﾞﾏﾙ ｼﾃｨﾌｧｰﾑ ﾒﾙﾛｰ  2018 2018 ﾒﾙﾛｰ ¥3,200 （+税） ¥2,720 （+税） （Memo)

２０年以上、質の高い醸造用ぶどうを造り続けてきたプロフェッショナル集団のCity Farmさんの韮崎圃場のメルローは、ワイナリーの初年度から取り組んでいます。しっかりと種まで熟してから収穫していた
だいた果実は、糖も風味も十二分。 醸造はシンプルに、 １００％除梗ののち、自然に発酵が始まるのを待って、毎日やさしいピジャージュ（櫂入れ）を施しました。プレス後は、１００％木樽熟成。 活発なMLF
が終わり、味わいにまとまりと丸みが生まれてきたところで樽から引き出し、瓶詰め。ダークチェリーやブラッドオレンジの香りに、わずかにカカオのニュアンス。

¥2,720 （+税）



⑬【ヘレンベルガーホーフ㈱】
No. 国/地域 画像 年号

ﾄﾞｲﾂ

泡白 ﾐｯﾃﾙﾗｲﾝ

ﾄﾞｲﾂ

白 ﾗｲﾝｶﾞｳ

ﾄﾞｲﾂ

白 ﾊﾞｰﾃﾞﾝ

ﾄﾞｲﾂ

赤 ﾊﾞｰﾃﾞﾝ

ﾄﾞｲﾂ

赤 ﾌｧﾙﾂ

⑭【布袋ワインズ㈱】
No. 国/地域 画像 年号

ｱﾒﾘｶ

白 ﾅﾊﾟ･ｳﾞｧﾚｰ

ｱﾒﾘｶ

白 ｿﾉﾏ･ｳﾞｧﾚｰ

ｱﾒﾘｶ

赤 ｿﾉﾏ･ｳﾞｧﾚｰ

ｱﾒﾘｶ

赤 ﾅﾊﾟ･ｳﾞｧﾚｰ

ｱﾒﾘｶ

赤 ﾅﾊﾟ･ｳﾞｧﾚｰ

ワイン名 ブドウ品種 通常価格（+税）

（Memo)

古き佳きカリフォルニアの貫き通されるスタイル！1984年に初ヴィンテージをリリースし、その後もナパのみならずソノマやシエラ・フットヒルズ等に自社畑を広げながらカリフォル
ニアを代表するワイナリーとして多くのワイナリーから尊敬を集め、古き佳き豊かな風味が漂うオールド・アメリカン・スタイルのワインを造り続けている数少ない高品質な生産
者。優良畑のブドウのみを使用した複雑でもあり、フレッシュ感もバランスよく兼ね備えた極上のソーヴィニヨン。試飲会で一口飲んで納得する味わい。

（+税） ¥5,525

（+税） （Memo)

ペタルマ・ギャップの魔術師、今回限りの特別価格！製造業で成功したメキシコ系ファミリーが 高のワイン造りを目指してソノマで創業したワイナリー。『ペタルマギャップ』と呼ばれる独特の地形が生み出
す個性的で冷涼な地域。太平洋の寒流の影響を受けた冷たい空気と霧が低地を通ってこの地に入り込み葡萄に適したクリマがケラーのワインに反映されています。 も重要な畑である“ラ・クルーズ”で造
られるワイナリーのスタイルを体現する白。キラキラとした酸と完熟した豊かな果実のフレーバー、クリームやキャラメルのようなリッチな風味がほんのりと香ります。

15％OFF価格（+税）
ワイン名 ブドウ品種 通常価格（+税） （※会場受付限定）

（※会場受付限定）

64

（+税） ¥4,233

67

¥3,600 （+税） ¥3,060 （+税） （Memo)

バイヤーお勧め！野生的でありながら妖艶な熟成シラー！この価格でカリフォルニアのトップクラスの銘醸地ソノマのアレキサンダー・ヴァレーから熟成した希少なシラーが入荷しました。アレキサンダーと
言えば、シルヴァー・オークやリッジなどが有名ですが、シラーやジンファンデルに優れたテロワールです。今回は輸入元より、特別に入荷したアイテムなので、本数は多くはありませんが、ワイン会や普段
飲みに嬉しいワインです。ナパよりものどかなブドウ畑が広がり、寒暖差もありながら豊富な日照量も蓄える事が出来るので、魅力的な産地です。

66

（+税） （Memo)

ナパ・ヴァレーの心臓オークヴィルのカベルネ！ブラック・スミスは、マット・スミス氏が2001年に立ち上げたワイナリーで、彼は、大学時代にボーリュー・ヴィンヤーズでインターンとして勤め、卒業してからは、
シェーファーなどで研鑽を極めています。ナパ・ヴァレーの心臓部オークヴィルの西側斜面の低収量ブドウを使い、栽培から醸造まで全て丁寧な手作業によって造り上げる 高品質の赤ワイン。力強いスト
ラクチャーとしなやかなタンニン、複雑に折り重なる風味など、オークヴィルらしい本格的な品質が楽しめます。価格高騰が続くナパ・ヴァレーにあって素晴らしいバリュークオリティを持っています。

（+税） ¥3,910 （+税）

65
ｹﾗｰ･ｼｬﾙﾄﾞﾈ･ﾗ･ｸﾙｰｽﾞ･ｳﾞｨﾝﾔｰﾄﾞ 2013

ﾛﾝﾊﾞｳｱｰ ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ･ﾌﾞﾗﾝ ﾅﾊﾟ･ｳﾞｧﾚｰ 2017 2017 ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ･ﾌﾞﾗﾝ100% ¥4,600

ﾄﾛﾜ･ｳﾞｫﾜｲｴﾙ ｼﾗｰ ｱﾚｷｻﾝﾀﾞｰ･ｳﾞｧﾚｰ 2005 2005 ｼﾗｰ100%

ﾌﾞﾗｯｸｽﾐｽ･ｾﾗｰｽﾞ ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ･ﾘｻﾞｰｳﾞ･ｵｰｸｳﾞｨﾙ 2016 2016 ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ93％/
ﾒﾙﾛｰ5％/ﾏﾙﾍﾞｯｸ2％ ¥6,500

2013 ｼｬﾙﾄﾞﾈ100% \5,700
→\4,980

15％OFF価格（+税）

59
ﾗｯﾂｪﾝﾍﾞﾙｶﾞｰ ﾊﾞｯﾊﾗｯﾊｰ ﾘｰｽﾘﾝｸﾞ ｾﾞｸﾄ ﾌﾞﾘｭｯﾄ 2013 2013 ﾘｰｽﾘﾝｸﾞ100% ¥3,700 （+税） ¥3,145 （+税） （Memo)

世界遺産にもなっている中部ラインの中ほどの、バッハラッハ村の斜面にこの醸造所を所有するラッツェンベルガー。このゼクトは僅か10ha未満の畑から生み出される 上品。リースリング
種の泡でこれ以上は無いと言えます。瓶内二次発酵、手作業による動瓶、出荷直前の澱引き、3年以上の熟成とシャンパンのそれと変わらない細かい配慮。収量制限を徹底的に行った結果
のまろやかでたっぷりのミネラル感。リースリングの香りを十分に発揮しています！食前酒にも素晴らしい1本。

60
ｹﾞｵﾙｸﾞ･ﾌﾞﾛｲﾔｰ ｴｽﾃｰﾄ ﾘｭｰﾃﾞｽﾊｲﾑ 2015 ﾏｸﾞﾅﾑ 2015 ﾘｰｽﾘﾝｸﾞ100% ¥8,000 （+税） ¥6,800 （+税） （Memo)

ドイツワインの聖地ラインガウのリースリング種を使った辛口白ワインがモンラッシェよりも高価に、そして人気だった時代がある事実を何人の人が知っているだろうか。その復権に真剣に取り組んだのが、こ
のゲオルグ・ブロイヤー！リューデスハイムの柔らかく円みのあるリースリングをマグナムでボトリングした貴重なこのワインは、アルコール11.8%、残糖7.7G/L、酸度8.8G/Lとバランスが良く、辛口とも甘口と
も言えない絶妙な味わいです。珍しいドイツのマグナム、ワイン会などでも盛り上がる事間違い無しです！

61
ﾍﾞﾙﾝﾊﾙﾄ･ﾌｰﾊﾞｰ ｸﾞﾗｳｱｰﾌﾞﾙｸﾞﾝﾀﾞｰ 2015 ﾏｸﾞﾅﾑ 2015

ｸﾞﾗｳｱｰﾌﾞﾙｸﾞﾝﾀﾞｰ(ﾋﾟ
ﾉ･ｸﾞﾘ)100% ¥10,000 （+税） ¥8,500 （+税） （Memo)

究極のワインをイメージし、極限まで理想を実現させたワインを造り出す天才、そして世界 高峰の醸造所として、今熱い注目を世界から浴びるベルンハルト・フーバー。白ワインの生産を縮小し、今後はピ
ノ・ノワールとシャルドネの生産を主とする事にした現当主ユリアン。このグラウアーブルグンダー(=ピノ・グリ)もこの2017年がラストヴィンテージ。古い小樽で発酵と熟成をしているが、樽の風味は強くなく、ピ
ノ・グリの円やかな果実味をダイレクトに楽しめる、個人的には好きなドイツの白ワイン。

62
ﾍﾞﾙﾝﾊﾙﾄ･ﾌｰﾊﾞｰ ﾏﾙﾀｰﾃﾞｨﾝｶﾞｰ ｼｭﾍﾟｰﾄﾌﾞﾙｸﾞﾝﾀﾞｰ 2016 2016

ｼｭﾍﾟｰﾄﾌﾞﾙｸﾞﾝﾀﾞｰ
(ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ)100% ¥5,000 （+税） ¥4,250 （+税） （Memo)

究極のワインをイメージし、理想に極限まで突き詰めたワインを造り出す天才！世界 高峰の醸造所として今熱い注目を世界から浴びているのがこの「ベルンハルト・フーバー」。ピノ・ノワールは常に 高の評価を得てお
り、品評会ではフランスやカリフォルニアの名だたる醸造所を打ち負かすこともある。このマルターディンガーはブルゴーニュで言うところの村名クラス。マルターディンゲン村の樹齢20年ほどのピノ・ノワールを使用し、何度か
使用した小樽で熟成。ワイナリーの看板ワインとも言える1本。

63
ﾌﾘｰﾄﾞﾘｯﾋ･ﾍﾞｯｶｰ ﾄﾞｯﾍﾟﾙｼｭﾄｩｯｸ ｼｭﾍﾟｰﾄﾌﾞﾙｸﾞﾝﾀﾞｰ 2014 ﾏｸﾞﾅﾑ 2014

ｼｭﾍﾟｰﾄﾌﾞﾙｸﾞﾝﾀﾞｰ
(ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ)100% ¥8,000 （+税） ¥6,800 （+税） （Memo)

ゴーミヨ誌上において前人未踏の3年連続｢ 優秀赤ワイン｣賞を受賞､そして｢ライジングスター｣賞も受賞し、その後世界中から注目されるようになったベッカー｡ディジョンクローンを用いてフレンチオークを
使用したその味わいは｢エレガント｣の一言に尽きます。この赤は2,400Lの大樽(ドッペルシュトゥック)で熟成されたキュヴェ。2009年がファーストヴィンテージで、古典的なシュペートブルグンダー(ピノ・ノワー
ル)のスタイルを目指して造られたもの。2016年JALのビジネスクラス搭載ワインのマグナムボトル！

68
ｺﾝ･ｸﾘｰｸ ｱﾝｿﾛｼﾞｰ･ﾅﾊﾟ･ｳﾞｧﾚｰ 2014 2014

ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ88％/
ｶﾍﾞﾙﾈ･ﾌﾗﾝ9％/ﾏﾙﾍﾞｯｸ2.5％/ﾌﾟ

ﾃｨ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ0.5％

\11,000
→\8,800 （+税） ¥7,480 （+税） （Memo)

1973年ビル・コリンズによって始まったこのユニークなワイナリーは、ナパヴァレーに属するサブアペレーションから多種多様なブドウの供給を受け、その卓越したブレンド技術によりクラシカ
ルなナパスタイルのワインを造り出します。複数のAVAの畑の原酒を巧みにブレンドし、ナパらしい果実味と豊かさ、そしてエレガンスを備えた良質なワイン、トップ・キュヴェのアンソロジー
は、個性ある各エリアのブレンドにより調和の取れた味わいに仕上がっています。今回限りの価格です。



⑮【ディオニー㈱】 ※ビオワイン（オーガニックワイン） ※自然派ワイン（ナチュラルワイン）

No. 国/地域 画像 年号

ﾌﾗﾝｽ

白 ｱﾙｻﾞｽ

ﾌﾗﾝｽ

白 ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ

ﾌﾗﾝｽ

赤 ルーション

ﾌﾗﾝｽ

赤 ｱﾙｻﾞｽ

⑯【テラヴェール㈱】 ※ビオワイン（オーガニックワイン） ※自然派ワイン（ナチュラルワイン）

No. 国/地域 画像 年号

ﾌﾗﾝｽ

泡白 ｼｬﾝﾊﾟｰﾆｭ

ﾌﾗﾝｽ

白 ﾛﾜｰﾙ

ﾌﾗﾝｽ

赤 ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ

ｲﾀﾘｱ

ｵﾚﾝｼﾞ ﾌﾘｳﾘ･ｳﾞｪﾈﾂｨｱ･ｼﾞｭｰﾘｱ州

ｲﾀﾘｱ

赤 ﾄｽｶｰﾅ州

ｲﾀﾘｱ

赤 ﾋﾟｴﾓﾝﾃ州

（+税）

¥4,000 （+税）

（+税） ¥4,760

77
ﾘｳﾞｪﾙﾅｰﾉ ｷｬﾝﾃｨ･ｸﾗｯｼｺ　D.O.C.G. ﾘｳﾞｪﾙﾅｰﾉ　2013 2013

ｻﾝｼﾞｮｳﾞｪｰｾﾞ80％
ﾒﾙﾛｰ20％

\3,000
→\2,850 （+税） ¥2,423 （+税） （Memo)

ラベルはキアンティ・クラッシコらしくない！？ですが･･･　モダンなデザインのピンクラベルのキアンティ・クラッシコ。「ラベルだけが派手なワインだろう？」と思って飲んだら、以外にも美味しかったので当店の
ラインナップに長年入っています。サンジョヴェーゼの厳格さにメルローが加わることで、味わいはさらに深みが増していますが、果実味ばかりが強調されたモダン過ぎるキャンティ・クラシコとは一線を画し
ます。エレガントな風味がピンっと張り詰めたような、上品なキャンティ・クラシコ。ピンクのラベルが可愛らしい、プレゼントにも 適です！

74

75

（+税） ¥9,673 （+税）

ｼｭﾅﾝ・ﾌﾞﾗﾝ100％ ¥5,600

73

2018 ｸﾞﾙﾅｯｼｭ･ﾉﾜｰﾙ､ｸﾞﾙﾅｯｼｭ･ｸﾞﾘ､
ｶﾘﾆｬﾝ､ｸﾞﾙﾅｯｼｭ･ﾌﾞﾗﾝ ¥3,230

（Memo)

フレデリック・マニャンはマニャン家の5代目としてモレ・サン・ドニに生まれ、1995年に自身の名を冠したネゴシアンを設立。フィサンとジュヴレ・シャンベルタンに挟まれた「ブロション」という村の畑からのブド
ウを主に使用します。はっきり言ってクオリティはその隣村のヴィラージュものにまったく見劣りしません！きめ細かくなめらかな質感の果実味、ほどよくこなれたタンニン、かすかに香ばしい控えめなオーク
のニュアンス。すべてが非常に高いレベル。12 ヶ月の樽熟成（新樽20％）。嬉しい人気生産者のグレート・ヴィンテージ！

ﾕｴ ｳﾞｰｳﾞﾚｲ･ｵｰ･ﾘｭｰ　ﾄﾞｩﾐ･ｾｯｸ 2017 2017

通常価格（+税） （※会場受付限定）

ﾄﾞﾗﾋﾟｴ ｸﾞﾗﾝ･ｻﾝﾄﾞﾚ 2008 2008
ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ55％
ｼｬﾙﾄﾞﾈ45％

\13,400
→\11,380

ワイン名 ブドウ品種

76
ﾛﾝｺ･ｾｳﾞｪﾛ　ﾘﾎﾞｯﾗ･ｼﾞｬｯﾗ　ﾃﾞｯﾚ･ｳﾞｪﾈﾂｨｴ  I.G.T. 2015 2015 ﾘﾎﾞｯﾗ･ｼﾞｬｯﾗ100％ ¥4,300 （+税） ¥3,655

（+税） （Memo)

1928年ガストン・ユエにより創設。ロワールの生きる伝説として無名だったヴーヴレイの名を全世界的に知らしめた立役者であり、トゥーレーヌ生産者組合会長、ヴーヴレイワイン騎士団評議
会会長など多くの要職を務めた。オー・リューは1928年から続く も古い畑。柑橘類やドライフルーツ、可憐な花々を想わせる濃縮した香りが充満し、程良い酸が口の中で完璧なバランスを
形成。超贅沢な世界観を堪能！！世界 高評価を得たヴーヴレのトップ生産者の一人。注目の2017年！

ﾌﾚﾃﾞﾘｯｸ･ﾏﾆｬﾝ ｺｰﾄ･ﾄﾞ･ﾆｭｲ･ｳﾞｨﾗｰｼﾞｭ ｸｰﾙ･ﾄﾞ･ﾛｯｼｭ 2015 2015 ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ100% \4,400
→\3,200

（Memo)

グラヴネル＆ラディコンに学び進化する･･･驚くべき完成度！白ワインの長期マセラシオンをヨスコ・グラヴネルやスタンコ・ラディコン、ダリオ・プリンチッチから学び、その驚くべき完成度の高さで今注目を集めている生産者。エチケットが表すとお
り絶妙なバランス感覚を持つ味わいです。フリウリは木製家具が名産品で、そのフリウリの特徴的な椅子の背にバランスをとる少年。これは生産者のワイン造りの思想を表しています。『椅子の上でバランスをとるのは難しいが、危険を冒してでも
難しい事に挑戦すべき。そうすれば高い位置に目線がいき、将来を見渡すことができる』という考え。除草剤も防虫剤も一切使用しない完全な自然農法により、リボッラ・ジャッラのはっきりとした輪郭を感じることができます。

（+税） ¥2,720 （+税）

（Memo)

自然派シャンパーニュと言えばドラピエ！１８０８年葡萄栽培開始。現代では珍しい８世代続く家族経営メゾン。コート・デ・バール地区ではピノ・ノワールのスペシャリストとして高名でフランス
国内、特にレストラン関係から絶大な人気を誇っている。１９８９年から一切の農薬を使用しない有機農法を実践。クラマンのシャルドネと熟度の高いキンメリジャンのピノ・ノワールは熟度が
高い"グラン・サンドレ"より。35％樽発酵。熟成したリキュール5.5Ｇ/Ｌ添加。完璧と称される2008年ヴィンテージ。その真価は…。

72
ｸﾘｽﾁｬﾝ･ﾋﾞﾈｰﾙ ﾋﾟﾉ･ﾋﾝﾃﾙﾍﾞﾙｸﾞ 2016 2016 ﾋﾟﾉ･ｸﾞﾘ ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ ﾋﾟﾉ･ﾌﾞﾗﾝ ﾋﾟ

ﾉ･ﾌﾞｰﾛ ﾋﾟﾉ･ｵｰｾﾛﾜ ¥3,400

ﾏﾙｸﾃﾝﾍﾟ ﾋﾟﾉ･ｸﾞﾘ ｼｭﾅﾝﾌﾞｰﾙ 2014 2014 ﾋﾟﾉ･ｸﾞﾘ ¥5,000 （+税） ¥4,250 （+税） （Memo)

ニコラ・ジョリーやマルク・アンジェリらと出会い、1996年からビオディナミを行い、今やアルザスのビオディナミストと呼ばれるマルク・テンペ。専門誌ゴー・ミヨにて4ツ星の評価を受ける。リク
ヴィール村北側に位置する傾斜のきつい丘に広がるシュナンブール。南・南東向きの畑は265〜380メートル。閉ざされた谷で、ボージュ山脈からの冷たい風が吹き込む場所。しっかりと酸も
乗り、ジワジワと甘さの広がる絶妙な仕上がり！48カ月シュール・リーの偉大なる1本です。極上のピノ・グリ！

71

ｻﾙﾅﾝ･ﾍﾞﾘｭｰ ﾙ･ﾌﾟﾃｨ･ﾃﾃｭ･ﾌﾞﾗﾝ 2017 2017 ｼｬﾙﾄﾞﾈ ¥4,000 （+税） ¥3,400

（+税）

ﾌﾞﾙｰﾉ･ﾃﾞｭｼｪﾝ ｺｰﾄ･ｳﾞｪﾙﾒｲﾕ ﾗ･ﾙﾅ 2018 ¥3,800 （+税）

ワイン名 ブドウ品種 通常価格（+税）

（+税） （Memo)

サルナン＆ベリューは、ジャン・パスカル・サルナンとジャン･マリー・ベリューの二人によって2007年設立。ドミニク・ドゥランやフレデリック・コサールからの教えを元にビオディナミ農法を実践
するナチュラルな生産者。このル・プティ・テテュはピュリニー・モンラッシェ村の南に位置するコルボー村のLes Riauxの区画のシャルドネを古樽で4ヶ月発酵後8ヶ月熟成。レモンを思わせる柑
橘類のしっかりとした酸味にオレンジを思わせるアロマ。口に含むとピチピチとフレッシュで、日本食と寄り添う凛とした味わいです。

（Memo)

1770年創業。アルザス地方コルマール北、アムルシュヴィールという村で先祖代々ワイン造りを行う名門ドメーヌでありアルザスを代表するヴァン・ナチュール生産者として名高いクリスチャ
ン・ビネール。ビオディナミ農法を用い、農薬、化学肥料、除草剤などを使わず、自然な醸造方法を実践！GCヴィネック・シュロスベルグの延長線上にあるリューディ、ヒンテルベルグの混植
畑に植わる5種のピノをアッサンブラージュ。褐色オレンジの外観から、瑞々しさを感じつつ、エキス分や旨味分もたっぷり感じられます！

15％OFF価格（+税）

15％OFF価格（+税）

78
ﾛｱｰﾆｬ　ﾗﾝｹﾞ　D.O.C. ﾛｯｿ　2013 2013 ﾈｯﾋﾞｵｰﾛ100％

\5,200
→\4,950 （+税） ¥4,208 （+税） （Memo)

ロアーニャでしか味わえない柔らかいランゲ・ロッソ！1800年代後半より続くロアーニャの歴史。「100年前から何も変えていない。今後も変わらない。ワイン造りの哲学というより、人生の選択だ！」との考え
により、畑では化学肥料は勿論、有機肥料も一度も使ったことがありません。このランゲ・ロッソのワインと、上級クラスのバローロ、バルバレスコの違いは樹齢だけ。樹齢20年以下のブドウ樹は根がまだ短
く、複雑味を帯びることは不可能だから。2/3は『ピラ』畑、1/3は『パイエ』畑の葡萄を使用。

69

70

（+税） （Memo)

南フランスを代表するヴァン・ナチュールの騎士ブルーノ・デュシェン。スペイン国境に程近いバニュルスの地に適したカリニャンやシラーを用いて今や南仏のロマネ・コンティと呼ばれるまで
に・・・。殆ど単独では販売しない超限定品！ルナは14年間共に過ごした愛犬の名前。ヨアキム・ルクとティエリー・ディエツのシスト土壌で育つグルナッシュを主体に醸造されている。旨味を
感じる梅紫蘇のニュアンスに、細やかで豊かなタンニンがアフターへと感じられます。即完売必須！見つけたら買っておいた方が良い自然派ワインです！

（※会場受付限定）



⑰【㈱ラシーヌ】 ※ビオワイン（オーガニックワイン） ※自然派ワイン（ナチュラルワイン）

No. 国/地域 画像 年号

ﾌﾗﾝｽ

泡白 ｼｬﾝﾊﾟｰﾆｭ

ﾌﾗﾝｽ

白 ｱﾙｻﾞｽ

ﾌﾗﾝｽ

赤 ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ

ﾌﾗﾝｽ

赤 ﾗﾝｸﾞﾄﾞｯｸ

⑱【㈱ラック・コーポレーション】
No. 国/地域 画像 年号

ﾌﾗﾝｽ

泡白 ｼｬﾝﾊﾟｰﾆｭ

ﾌﾗﾝｽ

白 ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ

ﾌﾗﾝｽ

白 ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ

ﾌﾗﾝｽ

赤 ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ

ﾌﾗﾝｽ

赤 ﾛｰﾇ

（+税） ¥8,075

（+税）

（+税）

¥5,200 （+税） ¥4,420

（+税） （Memo)

ボンスリーヌは2006年、北部ローヌのスペシャリストであるギガル家が取得したドメーヌ。コート・ロティに所有するブドウ畑の面積10haは、当時、ギガルに次ぐ広さであった。吸収後も、独自の
醸造を守り、ブドウ本来の旨味を守るべく、果実味を主張したタイプとされる。シラーの別名「スリーヌ（serine）」に由来する。コート・ロティは3種類あり「ラ・ガルド」は樹齢50年のシラーのみか
らなる長期熟成タイプのキュヴェ。新樽100%で36ヶ月の樽熟成。素晴らしき２００７年のローヌワインをお楽しみください！

（Memo)

サントーバンの銘醸家、マルク・コランの長男ピエール・イヴが創設したドメーヌ。完熟したブドウは極力酸化を抑え、自然な豊かさをもち、テロドメーヌ、ネゴスものの品
質差がまったく感じられないのも特筆すべき点ワールからもたらされるミネラル感とのバランスを表現。ムルソーはネゴシアン部門になるが、ドメーヌのスタッフが収穫と
選別を自ら行うという徹底ぶり。ミネラルとブドウ本来の旨味がなす、納得のムルソー。

高価になってしまった幻のシャンパーニュ『サロン』の姉妹メゾンでありサロンと同じくル・メニル・シュール・オジェ村で秀逸なシャンパーニュを造り続けるドゥラモット。アヴィーズ、オジェ、ル・メ
ニル・シュル・オジェ、クラマン。コート・デ・ブランの4つのグラン・クリュで収穫されたシャルドネのみから造られる、単一ヴィンテージのブラン・ド・ブラン。2007年は力強さと繊細さの見事な調
和で、熟していながら新鮮味を失う事がなく、蜂蜜の豊潤な風味と溌剌とした柑橘系のニュアンスが口中に拡がる。

南仏 高生産者の一人であり、ラングドックの”スーパー・スター”であるレオン・バラル。緑に囲まれた自然な生態系の中で育まれた葡萄栽培を守り醸造段階でのSO2は使用せず世界中の
ワインラヴァーから注目を集める偉大なる生産者。このキュヴェ・ジャディスがブラインド・テイスティングでメドック公式格付第一級シャトー”CH.マルゴー”を破ったのは有名な話。価格以上の
価値を約束する１本

87
ﾎﾞﾝｽﾘｰﾇ ｺｰﾄ･ﾛﾃｨ･ﾗ･ｶﾞﾙﾄﾞ 2007 2007 ｼﾗｰ100% \10,000

→\9,500

ｼﾞｬﾝ･ｸﾞﾘｳﾞｫ ｳﾞｫｰﾇ･ﾛﾏﾈ 2015 2015 ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ ¥11,500 （+税） ¥9,775 （+税） （Memo)

18世紀から続くヴォーヌ・ロマネを代表するドメーヌ。イギリスで も権威のあるワイン評価雑誌『デカンター』誌にて、「時代を通じて活躍するブルゴーニュの10大ドメーヌ」に選ばれ、正統派ブルゴーニュワイ
ンの造り手として、確固たる地位を築いています。村名であるヴォーヌ・ロマネは特級畑ロマネ・サン・ヴィヴァンの近隣に位置する恵まれた立地で育てられたピノ・ノワールを使用。濃密かつエレガント、これ
を飲んで納得しないブルゴーニュファンはいないでしょう。ジャン・グリヴォを飲まずしてこの村は語れない・・・。

85

86

ﾋﾟｴｰﾙ･ｲｳﾞ･ｺﾗﾝ･ﾓﾚ ﾑﾙｿｰ･ﾅﾙｳﾞｫｰ 2017 2017 ｼｬﾙﾄﾞﾈ ¥12,000 （+税） ¥10,200

ﾌﾞﾙｰﾉ･ｺﾗﾝ ｼｬｻｰﾆｭ･ﾓﾝﾗｯｼｪ 1ER CRU ｱﾝ･ﾚﾐﾘｰ 2015 2015 ｼｬﾙﾄﾞﾈ ¥13,500 （+税） ¥11,475 （+税） （Memo)

シャサーニュ・モンラッシェ村を代表する偉大なる生産者ドメーヌ・ミシェル・コラン・ドレジェのミシェル・コランが２００３年に引退後、次男であるブリュノ・コラン氏が祖父の醸造所で新たにス
タートさせた未来を期待する超一流ドメーヌの後継者。シュヴァリエ・モンラッシェに隣接する１ER CRUアン・レミリーは果実味豊かでありながらギッチリとし長期熟成にも耐えるミネラル豊富な
素晴らしいもの。特級畑のような味わいを持つ１本。

83

84

ワイン名 ブドウ品種 通常価格（+税） （※会場受付限定）

ﾄﾞｩﾗﾓｯﾄ ﾌﾞﾗﾝ･ﾄﾞ･ﾌﾞﾗﾝ 2007 2007 ｼｬﾙﾄﾞﾈ ¥12,000 （+税） ¥10,200 （+税） （Memo)

82
ﾄﾞﾒｰﾇ･ﾚｵﾝ･ﾊﾞﾗﾙ ﾌｫｼﾞｪｰﾙ･ｼﾞｬﾃﾞｨｽ 2014 2014

ｶﾘﾆｬﾝ35%､ｸﾞﾙﾅｯｼｭ
35%､ｼﾗｰ30% ¥4,600 （+税） ¥3,910

（+税） （Memo)

ジェラール・シュレールは聖地アルザスの中でさえも有機農法の先駆者として知られる偉大なる生産者！父の代から40年以上にわたりビオディナミ農法を実践し、ピエール・フリックやジュリ
アン・メイエ、クリスチャン・ビネール、マルセル・ダイスなどと共にアルザスのトップ生産者に数えられる。ビルステゥックレ（区画名）のテロワールはスタンダード・キュヴェと比べ、よりボディを
感じ、複雑味、スケールの大きい味わいを与える。

ｳﾞｨﾆ･ｳﾞｨﾃｨ･ｳﾞｨﾝﾁ ｲﾗﾝｼｰ 2016 2016 ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ ¥6,000 （+税） ¥5,100 （+税） （Memo)

北部ブルゴーニュのアヴァロンに本拠地を置く新しい造り手。当主ニコラ・ヴォーティエは、誠実で才能のある造り手ですが、ちょっとえっちなエチケットの絵からも冗談好
きなのがわかります(笑)。蔵元の名前の由来は、有名なシーザーの言葉「Veni vidi vici 来た、見た、勝った」をもじったもの。このイランシーは15-20日間マセラシオン・カ
ルボニックを行い樽（228l、500l、800l）で12ヶ月熟成。濾過もせず、SO2も無添加！中盤から伸びのある果実と心地よい味わいが魅力的です！

80

81

ｼﾞｪﾗｰﾙ･ｼｭﾚｰﾙ ｹﾞｳﾞｪﾙﾂﾄﾗﾐﾈｰﾙ･ﾋﾞﾙｽﾄｩｯｸﾚ 2017 2017
ｹﾞｳﾞｪﾙﾂﾄﾗﾐﾈｰﾙ

100％

（Memo)

79

ワイン名 ブドウ品種 通常価格（+税） （※会場受付限定）

ﾏﾙｹﾞ ｴｸｽﾄﾗ･ﾌﾞﾘｭｯﾄ ｱﾝﾎﾞﾈｲ G･C 2013 2013
ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ50％
ｼｬﾙﾄﾞﾈ50％

\9,700
→\9,500 （+税） ¥8,075 （+税） （Memo)

１８７０年創業。１９０５年から自社で瓶詰めを行う歴史ある蔵元。現当主ブノワ・マルゲは５代目にあたり、５つのグラン・クリュを所有し、伝統を守りつつ日々挑戦し続ける努力家であり情熱と
広い視野、そして自身の信念を備えた素晴らしい生産者。グランクリュ・アンボネイ村の葡萄のみを使用した 上級のシャンパーニュ。ノンドサージュとは思えないブドウの熟度と美しいレモン
のような上品な酸味。これはうまい！

15％OFF価格（+税）

15％OFF価格（+税）



⑲【㈱ラフィネ】
No. 国/地域 画像 年号

南ｱﾌﾘｶ

白 ﾍﾙﾏﾅｽ

南ｱﾌﾘｶ

白 ｽﾜｰﾄﾗﾝﾄﾞ

南ｱﾌﾘｶ

赤 ﾍﾙﾏﾅｽ

南ｱﾌﾘｶ

赤 ｽﾜｰﾄﾗﾝﾄﾞ

⑳【ワイン・イン・スタイル㈱】
No. 国/地域 画像 年号

ｱﾒﾘｶ

白 ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ

ｱﾒﾘｶ

白 ﾅﾊﾟ･ｳﾞｧﾚｰ

ｱﾒﾘｶ

赤
ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ/ﾍ ｲｼｰﾝ
ｽﾞ

ｱﾒﾘｶ

赤 ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ

ｱﾒﾘｶ

赤 ｾﾝﾄﾗﾙ･ｺｰｽﾄ

ﾚｽﾄﾚｽ･ﾘｳﾞｧｰ ｴｳﾞｧ･ﾏﾘｰ･ｼｬﾙﾄﾞﾈ 2016 2016 ｼｬﾙﾄﾞﾈ100% ¥6,300 （+税） ¥5,355 （+税）

¥5,355

（+税）

（+税）

ワイン名 ブドウ品種 通常価格（+税） （※会場受付限定）

通常価格（+税） （※会場受付限定）

92
ｽｺﾘｳﾑ･ｳﾞｨﾝﾔｰﾄﾞ ｻﾞ･ｼﾙﾌｽ ｸﾞｰﾏﾝ･ｳﾞｨﾝﾔｰﾄﾞ･ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ 2016 2016 ｼｬﾙﾄﾞﾈ100% ¥5,900 （+税） ¥5,015 （+税）

95

15％OFF価格（+税）
ワイン名 ブドウ品種

（Memo)

南アのベンチマークとなる 高峰！南アで も有名なワイナリーの一つハミルトンラッセルの醸造責任者として10年以上務めたハネス・ストームが2011年に設立したワイナリー。彼は、「ピノノワールのベスト
なサイト（場所）で、 も美しいピノノワール」を作るという信条をモチベーションにワインを作っています。冷涼な大西洋から3.2ｋｍの近さで、２ヘクタールという小さな畑はヘメル・アン・アード地区の傾斜の厳
しい北東向きの斜面のブドウを使用し、新樽25％で11ヵ月熟成。生産量はわずかに5100本で日本への入荷も僅かという希少なピノ・ノワール！

89

90

ｴｰｴｰ･ﾊﾞｰﾃﾞﾝﾎｰｽﾄ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ･ｽﾛｰﾌﾟ 2016 2016 ｼｭﾅﾝ･ﾌﾞﾗﾝ100% ¥7,000 （+税） ¥5,950 （+税） （Memo)

ギガルが延長線に見える南アを代表す白ワイン！ナチュラル南アワインの大御所バーデンホースト！ハインとアディのいとこ同士が始めたワイナリー。フランス、ニュージーランド、南アフリカで修行し、1930
年代以降放置されていた60haの夢の様な農園を2008年に買取り、以降、機械を極力使わずに、自然なワイン作りをモットーにワインを産み出しています！収穫は夜明け前から手摘みし、足踏みで自然発
酵。ゴールデンスロープというとても素晴らしい斜面に面したシュナン・ブランなのですが、ファミリー・ホワイトよりも華やかで、スケールの大きいキュヴェ！

91
ﾎﾟﾙｾﾚｲﾝﾍﾞﾙｸﾞ 2015 2015 ｼﾗｰ100% ¥12,000 （+税） ¥10,200

ｽﾄｰﾑ･ﾜｲﾝｽﾞ ﾌﾚﾀﾞ･ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ 2017 2017 ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ100% ¥6,300 （+税）

（Memo)

2009年カリー・ロウ氏によって設立。彼は『スワートランド・インディペンデント・プロデューサーズ』の主要メンバーであり、他のメンバーからは”レジェンド”と呼ばれており、名実ともにスワート
ランド地区において特別な存在です。2010年初ヴィンテージから瞬く間に広がりますが、このキュヴェのみの生産のためカルト的人気を誇ります。丹念な畑仕事に由来するシラーの 適な凝
縮感、非常に長い余韻を楽しめる絶対的に見事なワインです！こちらは希少なバックヴィンテージ、お見逃しなく！

（Memo)

南アフリカを牽引する「グランクリュ」と言えるシャルドネ！南アフリカの南の沿岸部であるヘルマナスから5kmの場所でクレッグ・ウェッセル氏が設立したワイナリー。シャルドネの聖地と言えれるヘメル・アン・
アードに南アでは希少な自社畑を所有。“自然に任せて造る”という信念でほぼ全てを手作業で行っています。ステンレスタンクで自然発酵後,新樽30%にて熟成。本場フランス、ブルゴーニュ地方のシャルド
ネと比べてみてもグラン・クリュに匹敵する素晴らしい味わい。このシャルドネを飲まずして、南アのシャルドネは語れないと言われる極上の1本！限定の再入荷！

88

15％OFF価格（+税）

（Memo)

スコリウムの五感に訴えるような濃密シャルドネ！オーナーのエイブ・ショーナーが始めた新しいスタイルのワイナリー。サンフランシスコの著名のワインジャーナリストのジョン・ボネが提唱す
る「ニューカリフォルニア」と呼ばれる新しくエレガントなワインを作る作り手。コングスガードを師匠にもち、飽くなき探究心から生み出されるワインは国内外にも定評があります。甘美な味わ
いと涼しさを持ち合わせる全房発酵のシャルドネ。SO2は使用せずに、空気に触れさせ、100Lの小樽で継ぎ足しせずに熟成。五感に訴えてくるような複雑な味わいです！

93
ﾏｻｲｱｿﾝ ﾘﾎﾞｯﾗ･ｼﾞｬｯﾗ･ﾏｻｲｱｿﾝ･ｳﾞｨﾝﾔｰﾄﾞ･ﾅﾊﾟ･ｳﾞｧﾚｰ 2016 2016 ﾘﾎﾞｯﾗ･ｼﾞｬｯﾗ100% ¥6,500 （+税） ¥5,525 （+税） （Memo)

グラヴナーから譲りうけた希少なリボッラ・ジャッラ！カリフォルニアで注目を浴びる「ザ・ニュー・カリフォルニア･ワイン」。1970～80年代のエレガントなワインをイメージして造る、現代の濃厚なワインとは一線
を画す作り手。ナパの南の玄関口であるオークノールに本拠地をおき、この畑は2011年頃からリースし、しっかりと栽培から作り込んでいます。ナパでは珍しいリボッラ・ジャッラを仕込んでいますが、ヨスコ･
グラヴナーから譲りうけた希少な穂木を使用。世界的にも注目を浴びるオレンジワインで全房圧搾、古樽で20ヶ月熟成。注目の一本！

94
ｱｲ.ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ&ﾌｧﾐﾘｰ ｶﾍﾞﾙﾈ･ﾌﾗﾝ ﾍﾞｲﾘｰ･ﾗﾝﾁ ﾍﾟｲｼｰﾈｽ 2017 2017 ｶﾍﾞﾙﾈ･ﾌﾗﾝ100% ¥5,400 （+税） ¥4,590 （+税） （Memo)

新時代のスター生産者！美しいCA流カベルネ・フラン！アイ・ブランドはオーナー醸造家のイアン・ブランドによって手掛けられ、酸とミネラルをしっかり感じられるワイン(ボテボテ感のある樽香のあるワイン
とは正反対です。)にこだわるカリフォルニア新時代のスター生産者。モントレー湾からの涼風の影響を受ける、The Pinot Creekの畑、砂利質の沖積土壌で、昼夜の寒暖差が大きくブドウはしなやか且つ骨
格を持ち成熟します。ロワール様な冷涼感、カリフォルニアの太陽を感じる稀有なカベルネ・フラン！

ｽｺﾘｳﾑ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ FTP-Z ｷｱｰｼｪﾝﾏﾝ･ﾗﾝﾁ ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ 2017 2017 ｼﾞﾝﾌｧﾝﾃﾞﾙ100% ¥4,500 （+税） ¥3,825 （+税） （Memo)

ジンの 高の畑パガニのブドウを使ったエレガントな赤！オーナーのエイブ・ショーナーが始めた新しいスタイルのワイナリー。サンフランシスコの著名のワインジャーナリストのジョン・ボネが提唱する
「ニューカリフォルニア」と呼ばれる新しくエレガントなワインを作る作り手。コングスガードを師匠にもち、飽くなき探究心から生み出されるワインは国内外にも定評があります。スコリウムのジンファンデルの
中でもかろやかで、じわじわ広がるエレガントなワインです。リッジに代表されるジンファンデル 高の畑であるパガニ・ランチのブドウを使用。

96
ｽﾐｽ&ﾌｯｸ ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ 2017 2017

ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ
100% ¥4,700 （+税） ¥3,995 （+税） （Memo)

これぞカベルネ！豪華でスタイリッシュなボトルは贈答品にも 適です！カリフォルニアの中でも沿岸部で冷涼な産地であるモントレーの雄でるハーンがカベルネ・ソーヴィニヨンに特化して設立したブラン
ド。70年代に初代当主のニッキー・ハーンとスミス・ランチが牛の牧場であった土地を見つけ、植樹を始めました。ファースト・ヴィンテージ以降、人気を博しております。ブドウは、主に、サンアントニオ・ヴァ
レーやパソ・ロブレスの物を使用し、仏樽（新樽60％）で12ヶ月熟成。ナパ・ヴァレーの倍以上の価格帯のカベルネに引けをとらないクオリティも優れた濃厚カベルネ。



㉑【ワインダイヤモンズ㈱】 ※自然派ワイン（ナチュラルワイン）

No. 国/地域 画像 年号

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ

白 ﾏｸﾗｰﾚﾝｳﾞｪｲﾙ

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ

白 ｱﾃﾞﾚｰﾄﾞ･ﾋﾙｽﾞ

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ

ロゼ ｱﾃﾞﾚｰﾄﾞ･ﾋﾙｽﾞ

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ

赤 ﾋﾞｰﾁﾜｰｽ

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ

赤 ｱﾃﾞﾚｰﾄﾞ･ﾋﾙｽﾞ

【有料試飲】
No. 国/地域 画像 年号

ﾌﾗﾝｽ

泡白 ｼｬﾝﾊﾟｰﾆｭ

ｲﾀﾘｱ

白 ｱﾌﾞﾙｯﾂｫ

ﾌﾗﾝｽ

赤 ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ

ｱﾒﾘｶ

赤 ﾅﾊﾟ･ｳﾞｧﾚｰ

ﾌﾗﾝｽ

赤 ﾎﾞﾙﾄﾞｰ

有4

¥36,000 （+税）

※ボトル販売分は
ございません

※ボトル販売分は
ございません

※ボトル販売分は
ございません

¥87,000 （+税）

（Memo)（+税）

全世界で５つのみ存在する生粋の単独所有畑 （モノポール）。ブルゴーニュでたった５つのみ（ロマネ・コンティ、ラ・グランリュ、ラ・ロマネ、ラ・ターシュ）存在する大変貴重な単独所有の特級畑(7.5ha)。１２世紀ベネディクト派修道院時代から現在
のモメサンの所有に至るまで一度も分割されずにモノポール（単独所有）のグラン・クリュ(特級畑)であった唯一のクロ・ド・タール。２０１５年は新醸造長、ジャック・ドゥヴォージュ（元ドメーヌ・ラルロ醸造長）の記念すべき初ヴィンテージ。WA99点

有1 ﾎﾞﾗﾝｼﾞｪ R.D. ｴｸｽﾄﾗ･ﾌﾞﾘｭｯﾄ　2002 2002 ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ60%/ｼｬﾙﾄﾞﾈ40%
（Memo)

“R.D.”は、「Recemment Degorge(レサマン・デゴルジェ)」の略で、「 近デゴルジュマンされた」という意味。この卓越したシャンパーニュは、ラ・グランダネのアッサンブラージュをベースにして
いますが、カーヴでの熟成期間がより長いため（ 低でも8年間）、複雑なアロマが発達します。ドザージュは3～4g /Lのみです。

ワイン名 ブドウ品種 通常価格（+税）

15％OFF価格（+税）
ワイン名 ブドウ品種 通常価格（+税） （※会場受付限定）

97
ﾔｳﾏ ｻｳｻﾞﾝﾄﾞ･ﾌｧｲﾔｰ 2018 2018

ｼｭﾅﾝ･ﾌﾞﾗﾝ/ﾌﾞﾗｯｸ･
ﾐｭｽｶ ¥4,500 （+税） ¥3,825 （+税） （Memo)

NO酸化防止剤のヤウマのがぶ飲み白が今年も入荷！オーストラリアのナチュラルワインにおいてルーシー・マルゴーらと共にシーンを牽引し続けるヤウマ。2009年にオーストラリア 優秀ソムリエのジェー
ムス・アースキンが南オーストラリア州で手掛けるワイナリー。野生発酵でつくり、清澄濾過剤、酸、タンニン等何も加ず、フィルターもかけないのは当たり前。2018年はシュナン・ブランとブラック・ミュスカを使
用、豊かな果実味に加え、従来の中間の抜ける感じがなく、味わいが横に広がります。生産量をあえて抑えた2018、新たな味わいに感動！

98
ｼﾞｪﾝﾄﾙ･ﾌｫｰｸ ｱｼｭﾄﾝ･ｼｬﾙﾄﾞﾈ 2018 2018 ｼｬﾙﾄﾞﾈ100% ¥4,500 （+税） ¥3,825 （+税） （Memo)

ジェントル・フォークの新たなヴィンヤード！オーストラリアのナチュラルワインの一大ムーヴメントを産み出したルーシー・マルゴーの愛弟子である、ギャレス・ベルトンのワイナリー。ギャレスはルーシーの弟
子という看板ではなく、もうすでにオーストラリアの「ＨＯＴ１００」というコンクールにて、見事優勝した実力者。樹齢24年北向きのシャルドネブロックから低収量で超濃縮されたブドウを手摘みで選別。柔らかい
緑の果実、ストーンフルーツ、コクも併せ持つシャルドネです。ジェントル・フォークのシャルドネはとてもバランスに優れておすすめの逸品

99 ｺﾐｭｰﾝ･ｵﾌﾞ･ﾎﾞﾀﾝ ﾊﾞｽｹﾄﾛ･ﾛｰｻﾞ 2017 2017
ﾈｯﾋﾞｵｰﾛ95%/ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ

5% ¥4,500 （+税） ¥3,825 （+税） （Memo)

飲み続けてしまう、、、ネッビオーロ主体の旨味ロゼ！ルーシー・マルゴーのアシタントを務めたコミューン・オブ・ボタン。当主のジャスパー・ボタンは、もともとは映画の仕事しており、アデレード大学で映画を学んだ後、映画
作りや、サーフィンやフィッシングなどの海を中心としたライフスタイルを愛していました。しかし、事情があり、田舎へ戻ると…そこに待っていたのは、父親が栽培していた「60エイカーの無農薬のブドウ畑」。2016から作られる
様になったネッビオーロ主体のロゼ。しかしながらロゼと言うよりは極軽スタイルの赤と言った方が適宜かも知れません。果汁滴るフレッシュチェリーにタイムやカルダモンのニュアンス。

100 ｼﾞｬﾑｼｰﾄﾞ ﾋﾞｰﾁﾜｰｽ･ｼﾗｰ 2013

※ボトル販売分は
ございません有5 ｼｬﾄｰ･ﾏﾙｺﾞｰ　1996 1996

ｶﾍﾞﾙﾈ・ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ85％/ﾒ
ﾙﾛｰ15％

¥158,000 （+税） （Memo)

メドックのトップ格付けのひとつで、世界のワイン・ファンが一度は飲んでみたい憧れのワイン。メンツェロプーロス家の下、常に高い評価を維持している。カベルネ・ソーヴィニヨンの当たり年として知られる１９９６年は、抑制
のある力強さとたぐい稀なるエレガントさ、ゴージャスな甘みを備えたフルボディ・スタイル。カベルネ・ソーヴィニヨンの比率は史上 高レベルで高く、純度の高い集中力のある味わいは、まさに傑作です！

101 ﾙｰｼｰ･ﾏﾙｺﾞｰ ｶﾍﾞﾙﾈ･ﾌﾗﾝ 2018　 2018 ｶﾍﾞﾙﾈ･ﾌﾗﾝ100% ¥4,000 （+税） ¥3,400 （+税） （Memo)

オーストラリア注目の品種！ナチュラルフラン！故サム・ヒューズ、トム・ショブルック、ヤウマのジェームス・アースキンと共にナチュラル・セレクション・セオリー（オーストラリアの自然派組合）
を立ち上げ、オーストラリアにおけるナチュラルワインを牽引する存在となったアントン・ファン・クロッパー。相変わらずの人気を誇ります。カベルネ・フランを使ったこのキュヴェはTotness
Vineyard【トットネス ヴィンヤード】で収穫されたブドウをカルボニック・マセラシオンで仕上げた軽い飲み口のロワールスタイル。抜群に美味しいです。

（Memo)

も評価の高い年号1991年！オーパスの中でも 高の1本！バロン・フィリップ･ド・ロスチャイルド男爵とロバート・モンダヴィ氏によって設立。今や誰もが認めるカリフォルニア屈指のプレミアムワイン。凝縮したブルーベリー
や、白トリュフ、ナツメグの香りにカシスやダークチョコレートの風味。オーパス・ワンは世界的な需要高で今後も入手困難かつ更なる高騰が予想されますので、是非、この機会にお買い求めください。グレートヴィンテージの
1991年はなかなか入荷の無い希少品！ご贈答品としてもお勧めのワインです。

有2
ｴﾄﾞｱﾙﾄﾞ･ｳﾞｧﾚﾝﾃｨｰﾆ　ﾄﾚｯﾋﾞｱｰﾉ･ﾀﾞﾌﾞﾙｯﾂｫ　1997 1997 ﾄﾚｯﾋﾞｱｰﾉ100％ （Memo)

2013 ｼﾗｰ100% ¥7,800 （+税） ¥6,630 （+税） （Memo)

豪州NO1のジャコンダが所有する畑の古樹シラー！当主のギャリー・ミルズはヤラ・ヴァレー新世代小規模生産者グループのメンバーで、次世代のリーダー的存在。まさに、今オーストラリアでホットな生産者！テロワールを尊重し、ナチュラルなワイン造りがモットー。ペ
ルシャのステンドグラスをモチーフとしたこのエチケットですが、このシラーはオーストラリアどころか世界でもトップ クラスに評価される伝説の畑。1800年代後半に始まったゴールドラッシュに端を発した小さな街のトップ生産者であるジャコンダの 古の畑ワーナー ヴィン
ヤード。良質の花崗岩土壌が特徴。寒暖差が非常に厳しく、ミネラルが深く締まったブドウの収穫に 適な環境が整っています。上品でふくよかな香りの中にエレガントな味わいは、是非試して頂きたい一本！

※ボトル販売分は
ございません

まさにイタリア芸術！孤高のトレッビアーノ！1632年設立。収穫されたブドウのうちわずか10～20％程度という厳しさ。畑では一度も除草剤や防虫剤を用いていない、昔ながらの栽培方法を実践。通常、トレッビアーノ・ダブ
ルッツォは軽めで爽やかな比較的シンプルな白ワインとなりますが、ヴァレンティーニのこのトレッビアーノ・ダブルッツォは別物。濃厚で凝縮感のある味わいはトレッビアーノの常識を覆すインパクトを持っています。果たして
そのトレッビアーノが10年以上熟成するといったいどのようになるのか・・・！？

ｵｰﾊﾟｽ･ﾜﾝ 1991 1991
ｶﾍﾞﾙﾈ・ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ93%/ｶ

ﾍﾞﾙﾈ・ﾌﾗﾝ6%/ﾒﾙﾛ1%
¥110,000 （+税）

有3 ｸﾛ･ﾄﾞ･ﾀｰﾙ　2015　ｸﾞﾗﾝ･ｸﾘｭ　ﾓﾉﾎﾟｰﾙ 2015 ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ100％ ¥80,000


