
【A. (有)アルコトレード・トラスト】
No. 国/地域 画像 ヴィンテージ

ｲﾀﾘｱ

泡白 ﾛﾝﾊﾞﾙﾃﾞｨｱ

ｲﾀﾘｱ

白 ｳﾞｪﾈﾄ

ｲﾀﾘｱ

赤 ｳﾞｪﾈﾄ

ｲﾀﾘｱ

赤 ﾏﾙｹ

ｲﾀﾘｱ

赤 ﾋﾟｴﾓﾝﾃ

ｲﾀﾘｱ

赤 ｳﾞｪﾈﾄ

【B. (株)イーストライン】 ※自然派ワイン（ナチュラルワイン）
No. 国/地域 画像 ヴィンテージ

ﾌﾗﾝｽ

赤 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 ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ

ﾌﾗﾝｽ

赤 ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ

\11,000 →
\7,800 （+税） ¥6,630 （+税）

（Memo)

１９９０年初リリース。ブルゴーニュを代表する自由で自然な発想から常に新しい何かを発見し表現し続けているフランスで一番ユーモア溢れるワインをリリースしているドミニク・ドゥラン。１００年以上前から一切の科学肥料を使用し
ていない素晴らしい畑を先祖代々受け継ぎ現代に継承している。日当たりの良い区画の為、完熟した葡萄が収穫でき、パワフルで豊かなアロマに仕上がる優れたキュヴェ

ﾄﾞﾐﾆｸ･ﾄﾞｩﾗﾝ ｼﾞｭｳﾞﾚ･ｼｬﾝﾍﾞﾙﾀﾝ ｱﾝ･ｳﾞｫｰﾇ 2009 2009 ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ100%
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\8,000 →
\6,500 （+税） ¥5,525 （+税）

（Memo)

１９９０年初リリース。ブルゴーニュを代表する自由で自然な発想から常に新しい何かを発見し表現し続けているフランスで一番ユーモア溢れるワインをリリースしているドミニク・ドゥラン。１００年以上前から一切の科学肥料を使用し
ていない素晴らしい畑を先祖代々受け継ぎ現代に継承している。古代ローマ時代、この地には井戸があり僅か0.12ha程の畑から極小量リリースされる”幻の１級畑が入荷

ﾄﾞﾐﾆｸ･ﾄﾞｩﾗﾝ ｻﾝ･ﾄｰﾊﾞﾝ 1ER CRU ﾙ･ﾋﾟｭｲ 2009 2009 ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ100%

\8,000 →
\6,800 （+税） ¥5,780

8

9
（+税）

（Memo)

１９９０年初リリース。ブルゴーニュを代表する自由で自然な発想から常に新しい何かを発見し表現し続けているフランスで一番ユーモア溢れるワインをリリースしているドミニク・ドゥラン。１００年以上前から一切の科学肥料を使用し
ていない素晴らしい畑を先祖代々受け継ぎ現代に継承している。モンラッシェの丘の頂上に位置する優れた看板ワイン。数万円クラスの出来栄えを誇る渾身の１本が入荷

ﾄﾞﾐﾆｸ･ﾄﾞｩﾗﾝ ｻﾝ･ﾄｰﾊﾞﾝ 1ER CRU ｱﾝ･ﾚﾐﾘｰ 2009 2009 ｼｬﾙﾄﾞﾈ100%

（+税）
（Memo)

果実の凝縮感たっぷりな瞑想のワイン『アマローネ』！手摘み収穫後、糖度や凝縮感の強い、粗く結実した房を選果。生産年により、全産出量の10％～30％をマット上で乾燥。マストを加熱して発酵後、10℃前後に保ちます。発酵が
2ヶ月間以上のこともありますが、これによりワインに複雑さと心地よさがもたらされます。夏迄にはタンク内での発酵が完了、瓶詰めまで木樽で熟成。色調はオレンジがかったガーネットの赤。複雑で優美なワイン。フルーツのコン
フィのような濃厚な香りに、スパイス香や木樽香がほのかに感じられます。心地よいほろ苦さがあり、魅力的な味わいです。

ﾐｹｰﾚ･ｶｽﾃﾗｰﾆ　ｱﾏﾛｰﾈ･ﾃﾞｯﾗ･ｳﾞｧﾙﾎﾟﾘﾁｪｯﾗ･ｸﾗｯｼｺ　D.O.C. ｶﾝﾎﾟ･ｶｻﾘﾝ 2011 ｺﾙｳﾞｨｰﾅ･ｳﾞｪﾛﾈｰｾﾞ70％/
ﾛﾝﾃﾞｨﾈｯﾗ25％/ﾓﾘﾅｰﾗ5％6

ﾄﾞﾐﾆｸ･ﾄﾞｩﾗﾝ ﾒﾙｷｭﾚｲ ﾙ･ﾌﾟﾗﾝﾄ･ｼｬｾｲ 2009 2009 ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ85% /
ﾋﾟﾉ･ﾌﾞﾛｰ15%

¥6,900 （+税） ¥5,865

\7,000 →
\6,500 （+税） ¥4,420

7
（+税）

（Memo)

１９９０年初リリース。ブルゴーニュを代表する自由で自然な発想から常に新しい何かを発見し表現し続けているフランスで一番ユーモア溢れるワインをリリースしているドミニク・ドゥラン。１００年以上前から一切の科学肥料を使用し
ていない素晴らしい畑を先祖代々受け継ぎ現代に継承している。祖父が植樹した樹齢８０年以上の古樹が植わる特別な区画。非常に珍しいピノ・ブロー種を使用した１本。

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

3

4
（+税）

（Memo)

イタリアのモンテプルチアーノと国際品種カベルネ・ソーヴィニヨンのベストブレンド！色調はガーネットの輝きのある濃いルビーレッド。凝縮した赤いベリーの香りとスパイスの香り、ほんのり温かいチョコレートやヴァニラの香りも感じ
られる。バランスのとれたタンニンも溶け込みコクのある味わい。見事なフルボディの赤です。オークバリックで18ヶ月熟成。ローストやグリルした肉料理と相性抜群！

ｶﾝﾃｨｰﾅ･ﾃﾞｨ･ｺｯﾘ･ﾘﾊﾟｰﾆ　ﾚｵ･ﾘﾊﾟﾇｽ･ｵｯﾌｨｰﾀﾞ･ﾛｯｿ 2010 ﾓﾝﾃﾌﾟﾙﾁｱｰﾉ70％　/
ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ30％

¥3,310 （+税） ¥2,814 （+税）
（Memo)

この価格で楽しめるクラシック・バルバレスコ！色調はオレンジの輝きをもつガーネット。1年間大樽で熟成後、もう1年間瓶熟成させました。典型的なバルバレスコの凝縮されたエーテルの香りに続いて、品種の特徴であるマッシュ
ルームやドライフルーツのアロマを感じます。ドライで豊潤、バランスの良く取れたなめらかな口当たりで、果実香とスパイス香が長い余韻を残します。大きなグラスを使い、ディカンティングをお薦めします。コストパフォーマンスのと
ても高い、価値のある逸品です。

ｻﾙﾃｨﾗｰﾉ･ﾌｨﾘ　ﾊﾞﾙﾊﾞﾚｽｺ　D.O.C.G. 2014 ﾈｯﾋﾞｵｰﾛ100％
5

（Memo)

「水の都」ヴェネツィア産ピノ・グリージョ！グリーンがかった、澄んだ麦わら色のイエロー。濃縮感のあるアロマは、次第に干し草を思わせる特徴的な香りを伴う。軽い酸味のあるエレガントな味わいで、バランスのよいフルボディ。や
はりヴェネツィアだけにシーフードや、魚のスープ、貝料理など海の幸と相性抜群！でもお肉料理や卵料理にも合います。

（Memo)

7年以上熟成のヴィンテージ入りフランチャコルタ！色調はややグリーンがかった淡いイエロー。気泡はいきいきとして細やか。ブルームスパニッシュやアカシアの花の香り。口に含むと白桃や柑橘類、トーストしたアーモンドを思わせ
る。クリーミーな質感とキリっとした爽やかな酸味が心地よい。コクがあり複雑さを感じさせる造りです。5～10％はオーク樽で6ヶ月熟成後、37ヶ月間瓶内二次発酵。さらにリリースまで6ヶ月間熟成させます。アペリティフとして。トマト
をベースとしないソースやフォンを使った料理。魚や白身肉とがおススメ。

ﾓﾝﾂｨｵ･ｺﾝﾊﾟﾆｮｰﾆ　ﾌﾗﾝﾁｬｺﾙﾀ･ﾌﾞﾘｭｯﾄ　D.O.C.G.

\2,360 →
\2,180 （+税） ¥1,853 （+税）

（Memo)

ヴェネトの妖艶なカベルネ・ソーヴィニヨン！カベルネ・ソーヴィニヨンの力強さと、ヴェネツィアのエキゾチックな雰囲気たっぷり！かなりのハイクオリティです。豊潤なスパイスの香りと、ほんのりハーブの香りが漂います。ヴェネツィア
の金細工をあしらったラベルデザインも豪華。スラヴォニア産オーク樽で18-24ヶ月熟成後、6-8ヶ月の瓶熟成。オススメです。

ﾄﾉﾝ　ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ　ｳﾞｪﾈﾂｨｱ 2012 ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ100％

¥3,190 （+税） ¥2,712

15％OFF価格（+税）（※会場受付限定）

¥3,600 （+税） （+税）¥3,060

ワイン名

2010
1

ﾄﾉﾝ　ﾋﾟﾉ･ｸﾞﾘｰｼﾞｮ　D.O.C. ｳﾞｪﾈﾂｨｱ 2015

ブドウ品種

ｼｬﾙﾄﾞﾈ/ﾋﾟﾉ･ﾈｰﾛ

ﾋﾟﾉ･ｸﾞﾘｰｼﾞｮ100％
\2,020 →

\1,750

通常価格（+税）

2
（+税） ¥1,488 （+税）

※提供されるワインについては、状況により事前の通知なく変更される場合がございます。予めご了承ください。



【C. (有)ヴァンクゥール】 ※No.11はノンアルコールジュースです。 ※自然派ワイン（ナチュラルワイン）
No. 国/地域 画像 ヴィンテージ

ﾌﾗﾝｽ

ﾉﾝｱﾙ ｺﾆｬｯｸ

ﾌﾗﾝｽ

白 ｺﾆｬｯｸ

ﾌﾗﾝｽ

白 ﾛﾜｰﾙ

ﾌﾗﾝｽ

赤 ﾛﾜｰﾙ

ﾌﾗﾝｽ

赤 ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ

【D. (株)ヴィントナーズ】 ※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 ヴィンテージ

ｲﾀﾘｱ

白 ﾘｸﾞｰﾘｱ

ｲﾀﾘｱ

白
ﾌﾘｳﾘ･ｳﾞｪﾈﾂｨｱ･ｼﾞｭｰﾘ
ｱ

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

ｲﾀﾘｱ

微泡白甘 ﾋﾟｴﾓﾝﾃ

ｽﾍﾟｲﾝ

赤 ｸﾞﾗﾅﾀﾞ

ｽﾍﾟｲﾝ

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

（+税） ¥3,570

（+税）
（Memo)

コニャックで有名なシャラント＝マリティーム、ヴィロレ村で先祖代々続く１６２９年創業の老舗ドメーヌ。化学肥料などを使用しない安全で自然な葡萄本来の甘さ、自然な酸味が心地良く子供から大人まで楽しめる本格的なノン・アル
コールジュース。これからの時期、皆様で集まるパーティーに持って行けば盛り上がる事間違いなし。オススメの秘密レシピはドメーヌ・エリザベスが仕込むヴァン・ナチュレル・ブランとジュ・ド・レザンのブレンド。現地で教える秘密の
レシピ

ﾄﾞﾒｰﾇ･ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ ｳﾞｧﾝ･ﾅﾁｭﾚﾙ ﾌﾞﾗﾝ 2017(1000ml) 2017 ﾕﾆﾌﾞﾗﾝ70%/
ｺﾗﾝﾊﾞｰﾙ20%/ﾓﾝﾃｨ10% ¥2,200 （+税） ¥1,870 （+税）

（Memo)

コニャックで有名なシャラント＝マリティーム、ヴィロレ村で先祖代々続く１６２９年創業の老舗ドメーヌ。現１１代目オーナーであるブリュノ・アリヴェが新たに挑戦するデイリーナチュラル・ワイン。醸造のヒントはなんと、コニャック用の
蒸留前のユニ・ブランだと語る。初リリースとなるSO2無添加の衝撃的デビュー作。林檎や洋梨、ヨーグルトなどのまったりとしたニュアンスとシャープ＆フレッシュな１本

11

12

ﾄﾞﾒｰﾇ･ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ ｼﾞｭ･ﾄﾞ･ﾚｻﾞﾝ･ｶﾞｾﾞｲﾌｨｴ･ﾌﾞﾗﾝ(ﾉﾝｱﾙｺｰﾙｼﾞｭｰｽ) NV ユニ・ブラン９０％/
コロンバール１０％

\1,950 →
\1,850 （+税） ¥1,573

15

16

ﾄﾞﾒｰﾇ･ﾄﾞ･ｼｬｿﾙﾈｲ ｳﾞｫﾙﾈｲ 2012 2012 ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ100%
\12,000 →

\10,000 （+税） ¥8,500

（+税）
（Memo)

２００４年設立。ジャンヌ・ダルク縁の地として有名なロワール地方オルレアンの地でブルゴーニュのグラン・ヴァンを連想させるテロワールを見事に表現したスタイルで近年注目を集める新進気鋭の生産者。クロ・ベル・クロワ畑で収
穫された樹齢２５年以上のシャルドネ種１００％使用。３０ヶ月にも及ぶ長期樽熟成を施し、テロワールを見事に反映させたユニークでフィネスに溢れた素晴らしい世界観を演出

ﾄﾞﾒｰﾇ･ﾙ･ﾌﾞﾘｿﾞｰ ﾊﾟﾀﾎﾟﾝ 2016 2016 ﾋﾟﾉ･ﾄﾞﾆｽ100% ¥3,300 （+税） ¥2,805 （+税）
（Memo)

１９８８年からワイン造りを行い、自然派ワインを象徴する存在であった故クリスチャン・ショサール。2012年9月、惜しまれつつ他界しましたがその意思は奥様のナタリーさんに引き継がれています。クリスチャンの代表作であったパタ
ポンが今年も新入荷。２０１６年はモルティエの若木とシャペルの葡萄がメイン。４ヶ月間のロングマセレーションを施し自然にまかせ柔らかくナチュラルな味わいに感動

13

14

ﾚｲﾅﾙﾄﾞ･ｴｵﾚ ﾘｳﾞ･ﾄﾞﾛﾜｯﾄ ｸﾛ･ﾍﾞﾙ･ｸﾛﾜ 2011 2011 ｼｬﾙﾄﾞﾈ100% ¥4,200

（+税）
（Memo)

１９９６年設立。ブルゴーニュのクルティエとして活躍した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。平均樹齢４７年以上の葡萄を使用（レ・リュレ、レ・グラン・ポワゾ、レ・ポー・ボワ、レ・プティ・ポワゾ）。感激する１本！【限定１２本のみ！奇跡のバック・ヴィンテージ限定入荷】

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

ｶﾝﾃｨｰﾅ･ﾁﾝｸｴ･ﾃｯﾚ　ﾁﾝｸｴ･ﾃｯﾚ 2016 ﾎﾞｽｺ60％/ｱﾙﾊﾞﾛｰﾗ25％/
ｳﾞｪﾙﾒﾝﾃｨｰﾉ15％ ¥3,300 （+税） ¥2,805 （+税）

（Memo)

世界遺産にも登録されている、イタリアの観光地としても大変人気の『チンクエ・テッレ』。急斜面に植えられたブドウは、海岸からの潮の風をいっぱい浴びて豊富なミネラルを得ることができるそう。柑橘類や蜂蜜の香りが口中で繰り
返し広がるアロマティックなワイン。柑橘類や黄色い花、蜂蜜のエレガントかつフレッシュな香り。フレッシュでミネラリーな味わい。柑橘類や蜂蜜の香りが、口中で繰り返し広がります。余韻も長く続き、綺麗にフェードアウトしていきま
す。

（+税） ¥2,176

（+税）
（Memo)

強いミネラル分が特徴の厳格なヴィトヴスカ！1840年頃からワイン造りを行うイタリアを代表する白ワインの造り手エディ・カンテ。ラディコンとの共同開発したボトルでも有名です。ブドウ品種のヴィトヴスカは、フリウリ・ヴェネツィア・
ジューリア州のカルソ地区に少し植えられている土着品種（スロヴェニア原産？）。マセラシオンは行わず旧バリックにて発酵、12ヶ月間熟成。6ヶ月間ステンレスタンクにて安定させ、濾過せず瓶詰め。リンゴや洋なしの果実の香りと
冷たいミネラルのアロマ。硬質なミネラル感と伸びやかな酸。しっかりとしたストラクチャーを感じられ、非常に落ち着いた味わいです。

ﾊﾟﾗｽｺｽ　ｵﾚﾝｼﾞ･ﾜﾝ  2014 ﾘﾎﾞｯﾗ･ｼﾞｬｯﾗ50％/
ﾏﾙｳﾞｧｼﾞｱ、ﾌﾘｳﾗｰﾉ計50％ ¥4,870 （+税） ¥4,140 （+税）

（Memo)

ラディコンやグラヴナーと共通するオレンジワイン！パラスコスはスロヴェニアの国境にほど近いサン・フロリアーノ村に位置する生産者。地元コッリオのカリスマ生産者グラヴナーやラディコンとの出会いによりワイン造りに対する情
熱が加速し1997年より本格的なワインの生産を開始。グラヴナーたちの提唱する「メトド・ナチュラーレ（自然醸造）」へと切り替え、野生酵母のみでの発酵とSO2の不使用、または必要 小限の使用（15mg/l程度）での醸造を行いま
す。ブロンズがかった琥珀色。杏や梨、枇杷など落ち着きのある果実香に加え、蜂蜜の甘い香りやミネラルのニュアンス。ほのかなタンニンが感じられ、梨などのしっとりとした果実味が優しく口中に広がります。余韻にはまろやかな
酸味や柔らかい果実の旨味が優しく舌に残ります

17

18

ｶﾝﾃ　ｳﾞｨﾄｳﾞｽｶ  2015 ｳﾞｨﾄｳﾞｽｶ100％
\4,100 →

\3,960 （+税） ¥3,366

21
ｸﾞﾗﾀｳﾞｨﾆｭﾑ　2πr (ﾄﾞｽ･ﾋﾟｰ･ｴﾚ) 2011 ｶﾞﾙﾅｯﾁｬ65％/ｶﾘﾆｪﾅ20％/

ｼﾗｰ10％/ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ5％ ¥5,240 （+税） ¥4,454

（+税）
（Memo)

上質な微発泡甘口ワイン！モスカート！モスカートの栽培において 良の地と呼ばれるピエモンテ州『モンクッコ』の丘に拠点を置く1988年に設立された上質な甘口ワインを生み出す生産者。グレープ・フルーツを思わせる柑橘系の
香り。鼻から伝わるフレッシュな感覚に心が満たされます。エレガントな味わいと上品な甘さのバランスが絶妙です。貴腐やパッシートのようなデザートタイプではなく酸の通った食中にも楽しめる甘口ワインです。

ﾗﾓﾝ･ｻｰﾍﾞﾄﾞﾗ　ｶｳｿﾝ　 2015 ﾃﾝﾌﾟﾗﾆｰﾘｮ100％
\4,000 →

\3,500 （+税） ¥2,975 （+税）
（Memo)

テンプラニーリョ100％の旨味！スペインの注目ヴァン・ナチュール！野生酵母のみでステンレスタンク発酵。無濾過＆無清澄で、SO2無添加にて瓶詰め。自然なテンプラニーリョの美味しさを完全に表現しています。熟したベリーに
スミレ、ハーブのアロマ。非常に滑らかな口当たりで瑞々しいミネラルを伴う落ち着いて安定した果実味。ハーブやペッパーのようなスパイスの要素もあり、全体的にやわらかくエレガントな仕上がり。おすすめの自然派ワインです！

19

20

ｶﾞｯﾃｨ･ﾋﾟｴﾛ　ﾋﾟｴﾓﾝﾃ･ﾓｽｶｰﾄ  2016 ﾓｽｶｰﾄ100％ ¥2,560

（+税）
（Memo)

プリオラートの『2πr＝円周』を表すガルナッチャ！『2πr=円周』は『丸いワイン』を意味します。ヴィンテージ毎にその年のベストなブレンドを行う為、ガルナッチャとカリニェーナのブレンド比率は異なります。ガルナッチャらしいフレッ
シュさと心地の良いタンニンが印象的な味わいです。畑のあるプリオラートは、三方(西、北、東)を1000m級の山に囲まれており、地中海からの温かい南風が流れ込むのが特徴です。ブドウは有機農法を実践。フレンチオークとハン

※提供されるワインについては、状況により事前の通知なく変更される場合がございます。予めご了承ください。



赤 ﾌﾟﾘｵﾗｰﾄ

【E. トップソイル㈱　エステートワインズ】
No. 国/地域 画像 ヴィンテージ

ｲﾀﾘｱ

白 ｳﾞｪﾈﾄ

ｲﾀﾘｱ

白 ｱﾙﾄｱﾃﾞｨｼﾞｪ

ｲﾀﾘｱ

赤 ﾌﾟｰﾘｱ

ｲﾀﾘｱ

赤 ﾛﾝﾊﾞﾙﾃﾞｨｱ

ｲﾀﾘｱ

赤 ｳﾞｪﾈﾄ

【F. (株)オーレジャパン】 ※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 ヴィンテージ

ｽﾍﾟｲﾝ

泡白 ﾍﾟﾈﾃﾞｽ

ｽﾍﾟｲﾝ

白 ｱﾘｶﾝﾃ

ｲﾀﾘｱ

白 ﾋﾟｴﾓﾝﾃ

ｲﾀﾘｱ

赤 ｱﾌﾞﾙｯﾂｫ

ｲﾀﾘｱ

赤 ﾄｽｶｰﾅ

22

（+税） ¥4,701

シ さと心地の良 タン ンが印象的な味わ です。畑のあるプリオラ トは、 方(西、北、東)を 級の山に囲まれており、地中海からの温か 南風が流れ込むのが特徴です。ブドウは有機農法を実践。フ ンチオ クと ン
ガリー産オーク(新樽と2年使用樽)にて12ヶ月熟成。清澄を行わず瓶詰め。

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

ｱｼﾞｴﾝﾀﾞ･ｱｸﾞﾘｺｰﾗ･ｼﾞｰﾒ　ｲﾙ･ﾋﾞｱﾝｺ･ﾌﾛﾑ･ﾌﾞﾗｯｸ･ﾄｩ･ﾎﾜｲﾄ I.G.T. 2016
ﾛﾝﾃﾞｨﾈｯﾗ･ﾋﾞｱﾝｺ60％/ｹﾙﾅｰ15％/

ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ･ﾄﾗﾐﾅｰ15％/
ｸﾛｽ･ﾏﾝｿﾞｰﾆ10％

¥3,600 （+税） ¥3,060 （+税）
（Memo)

唯一無二のロンディネッラ・ビアンコ！？1999年、散歩中だった造り手のチェレスティーノ氏は、アマローネやヴァルポリチェッラに使われる赤ブドウの品種、「ロンディネッラ」に白い実がなっているのに気がつき、2002年にこの新品種
ロンディネッラ・ビアンコの増殖に成功。世界で唯一と言っていい品種の白ワインです。柑橘系とミントやハーブをふんわりと包み込んだ味わい。アスパラガスや緑野菜のリゾット、白魚、卵料理、鶏料理などと合います！

25

26

ｳﾞｨｰﾆ･ｳﾞｧﾙﾃｯﾘｰﾅ･ﾊﾞﾙｹﾞｰﾗ　ｳﾞｧﾙﾃｯﾘｰﾅ･ｽﾍﾟﾘｵｰﾚ D.O.C.G. ｸﾞﾙ 2001 ｷｱｳﾞｪﾝﾅｽｶ（ﾈｯﾋﾞｵｰﾛ）100％ ¥4,040 （+税） ¥3,434

（+税）
（Memo)

インパクト大のモンスター級ソーヴィニヨン・ブラン！極めてエレガントで印象的な高品質のソーヴィニヨン・ブラン。単一畑『オベアベルク』のブドウを使用。独特の風味と塩気を感じさせるミネラルの要素。エルダーフラワーのような印
象から、イラクサの香りを帯びたエルダーベリージャムのような印象へと徐々に変わってきます。たっぷりのミネラル感は熟成能力を約束してくれています。心に残るソーヴィニヨン・ブランです。

ｳﾞｨﾆｪｰﾃｨ･ﾃﾞｨ･ﾃｵ　ｽｵﾛ･ﾛｯｿ　ﾌﾟﾘﾐﾃｨｰｳﾞｫ･ﾃﾞｨ･ﾏﾝﾄﾞｩﾘｱ D.O.C. 2015 ﾌﾟﾘﾐﾃｨｰｳﾞｫ100％ ¥2,640 （+税） ¥2,244 （+税）
（Memo)

ヘヴィー級のプリミティーヴォ！イタリア・プーリア州、サレント地区のサヴァ村に位置。土壌は高濃度の酸化鉄を含む乾燥した石灰質で、典型的な赤茶色をしています。イオニア海からの風が夜間に畑を冷却するため、プリミティー
ヴォのポテンシャルを 大限に発揮！ダークベリーやプラムの果実味やチョコレートの風味がいっぱい。フレンチとアメリカンオークをミックスして使用することで複雑でボリュームのある味わいです。牛肉、豚肉の炒め物、ミートボー
ル、ケバブ、ミートソースのパスタ、テリヤキ系料理、カレー（甘口）　などなど･･･合わせたいお料理がいっぱいあるのもプリミティーヴォの楽しみです。

23
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ｳﾞｧｲﾝｸﾞｰﾄ･ｺｰﾈﾙ　ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ・ﾌﾞﾗﾝ　“ｵﾍﾞｱﾍﾞﾙｸﾞ” 2016 ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ･ﾌﾞﾗﾝ100％ ¥5,530

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

ﾅｳﾞｪﾗﾝ　ﾀﾞｰﾏ･ﾌﾞﾘｭｯﾄ･ﾅﾁｭｰﾙ･ｶｳﾞｧ 2014 ｼｬﾙﾄﾞﾈ85％/ﾊﾟﾚﾘｬｰﾀﾞ15％ ¥2,550 （+税） ¥2,168 （+税）

（+税）
（Memo)

2001年ヴィンテージの熟成キアヴェンナスカ（ネッビオーロ）！ロンバルディア州北部ソンドリオの町の北にあるチウロで1885年からワイン造りをする生産者。バローロでお馴染みの品種「ネッビオーロ」は地元では「キアヴェンナスカ」
と呼ばれています。ヴァルテッリーナ自体、日本では珍しいワインですが、さらにじっくり17年以上寝かせたものとなると希少。スミレやプラムの風味の甘美な風味と、一瞬シェリーを想わせるような熟成した味わいのなかに、微かに
ローストしたナッツの風味も感じられます。

ｱｼﾞｴﾝﾀﾞ･ｱｸﾞﾘｺｰﾗ･ﾏﾘｵﾝ　ｳﾞｧﾙﾎﾟﾘﾁｪｯﾗ･ｽﾍﾟﾘｵｰﾚ D.O.C.　 2012 ｺﾙｳﾞｨﾅ･ｸﾞﾛｯｿ60％/ﾛﾝﾃﾞｨﾈｯﾗ20％/
ｺﾙｳﾞｨﾅ･ｼﾞｪﾝﾃｨｰﾚ10％/ｸﾛｱﾃｨﾅ10％ ¥4,800 （+税） ¥4,080 （+税）

（Memo)

ヴェネト州の魅力が詰まった濃密ヴァルポリチェッラ！「イタリアの至宝」と呼ばれる 高の造り手の一人である『クインタレッリ』のもとで２０年間ワインを造り続けていたチェレスティーノ・ガスパリ氏によって造られているのがこのマリ
オン。ほんのりと紫がかったルビー色で、ハーブとスパイス香を基調にしたチェリーやブラックカラントの濃厚な風味。40日間乾燥させたブドウと、完全に熟すまでギリギリまで待って収穫された完熟ブドウをブレンドして醸造。その後
オークの小樽に分けて30ヶ月熟成することで妖艶で甘美なヴァルポリチェッラが出来上がります。

（+税） ¥1,819

（Memo)

柔らかでクリーミーな泡の極上カヴァ！19世紀半ばに設立。ブドウ畑は11世紀まで遡ることができる世紀を超えたワイン生産者。シャルドネ主体にスペイン固有品種パレリャーダをブレンド。口の中で主張する厚みのある味わいは、
カヴァとしてのレベルをはるかに超え、シャンパンに通じるところがあります。光り輝く黄金色！グレープフルーツやレモン、オレンジなどの柑橘系の香りに、ナッツなどの香り、フレッシュ感溢れる果実味にハーブやミネラルをしっかり
と感じます。ロバート・パーカー高評価。漫画『神の雫』にも登場。

ｳﾞｨﾈｯｾﾝｽ　ｴｯｾﾝｽ 2015 ｼｬﾙﾄﾞﾈ100％ ¥2,400 （+税） ¥2,040 （+税）
（Memo)

スペインのビオディナミ・シャルドネ！アリカンテ地方の標高500-700mに11haを所有。クリーンな空気でブドウがすくすく育つ、ビオディナミでの栽培となります。緑の中に淡い黄色を感じる色調。白い花やシトラスの香りが綺麗に出て
きます。フレッシュな酸味と骨格のある味わいでとても飲みやすく、余韻の終わり頃には木の香りがします。

27
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31
ﾃﾇｰﾀ･ｻﾝ･ﾔｺﾎﾟ　I.G.T. ﾛｯｿ ｵﾙﾏ　ﾃﾞﾙ･ﾃﾞｨｱﾎﾞﾛ 2013 ｻﾝｼﾞｮｳﾞｪｰｾﾞ50％/ﾒﾙﾛｰ30％ ¥3,150 （+税） ¥2,678

（+税）
（Memo)

ピエモンテのエキゾチックな白！ラベルにある45はワイナリー創立年の1945年からきています。現当主で3代目になるフランコモンドが造りだす、この土地特有の品種を上手にワインにしています。エキゾチックフルーツの香りが生き
生きしていて、フレッシュな酸味が広がります。調和のとれた味わいで、余韻にも果実感がほのかに残ります。イタリアの土着品種を50パーセントづつ取り入れ、爽やかなワインに仕上がっております。

ｳﾞｨﾆｺｰﾗ･ｵﾚｱﾘｱ･ｶｻﾞｳﾘｱ　ﾓﾝﾃﾌﾟﾙﾁｱｰﾉ･ﾀﾞﾌﾞﾙｯﾂｫ D.O.P. ﾊﾞｶﾞﾎﾞ 2012 ﾓﾝﾃﾌﾟﾙﾁｱｰﾉ100％ ¥2,640 （+税） ¥2,244 （+税）
（Memo)

『バガボンド』=『放浪者』のモンプル！世界を知りたいという情熱、心の内に秘めた夢、挑戦したい気持ち・・・　遠い昔、祖先が夢を抱いてアメリカへ渡ったように「いつまでも刺激や探究心を忘れない大人でいよう」。そんなコンセプト
から生まれたワインです。フレッシュな果実感が心地よく、口いっぱいに広がります。酸もしっかりしており、タンニンは穏やか。濃い果実味を感じますが、繊細に造られていて、全体的に滑らかな印象。いつまでも飲んでいたいと思う
ワインです。

29
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ﾌﾗﾝｺ･ﾓﾝﾄﾞ　ｳﾞｨｰﾉ･ﾋﾞｱﾝｺ45 2016 ｺﾙﾃｰｾﾞ50％/ﾌｧｳﾞｫﾘｰﾀ50％ ¥2,140

（+税）
（Memo)

「ディアボロ＝悪魔」の重厚なトスカーナ！オルマ デル ディアボロとは、Footprint of Devil（悪魔の足跡）という意味。イタリア 偉大な年2013年のブドウは、糖度が高く凝縮感のあるワインに仕上がっています。サンジョベーゼ50%に、
メルローとカベルネソーヴィニヨンが25%でブドウのタッグを組み、バランスの取れた仕上がりになっています。赤い果実とほのかに土っぽさを感じ、濃い果実味とバランスのとれた酸があり重厚なフィニッシュがきれいににまとまってい
ます。

※提供されるワインについては、状況により事前の通知なく変更される場合がございます。予めご了承ください。



【G. サッポロビール(株)】
No. 国/地域 画像 ヴィンテージ

ﾌﾗﾝｽ

泡白 ｼｬﾝﾊﾟｰﾆｭ

ﾌﾗﾝｽ

泡ﾛｾﾞ ｼｬﾝﾊﾟｰﾆｭ

ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ

白 ﾏｰﾙﾎﾞﾛ

ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ

白 ﾏｰﾙﾎﾞﾛ

ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ

赤 ﾏｰﾙﾎﾞﾛ

【H. ディオニー(株)】 ※自然派ワイン（ナチュラルワイン）
No. 国/地域 画像 ヴィンテージ

ﾌﾗﾝｽ

泡 ﾌﾞﾙﾀｰﾆｭ

ﾌﾗﾝｽ

ｵﾚﾝｼﾞ ﾛﾜｰﾙ/ｻﾝｾｰﾙ

ﾌﾗﾝｽ

白 ｱﾙｻﾞｽ

ﾌﾗﾝｽ

赤 ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ

32

（+税） ¥7,650

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

ﾃﾀﾝｼﾞｪ ﾌﾞﾘｭｯﾄ･ﾚｾﾞﾙｳﾞ N.V NV ｼｬﾙﾄﾞﾈ40%/
ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ&ﾋﾟﾉ･ﾑﾆｴ60% ¥6,700 （+税） ¥5,695 （+税）

（Memo)

歴代のフランス大統領御用達！時代を彩るシャンパーニュ！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ーニュ。「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も
のを魅了します。2014年ノーベル賞授章式の晩餐会にもこのブリュット・レゼルヴが使用されました。フルーツやブリオッシュの香りが素晴らしい。フォーマルなシチュエーションでは外せないシャンパーニュです。1734年創業。

35
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ﾏﾄｩｱ  ﾗﾝﾄﾞ･ｱﾝﾄﾞ･ﾚｼﾞｪﾝﾄﾞ　ｼｬﾙﾄﾞﾈ 2015 ｼｬﾙﾄﾞﾈ100％
\3,600 →

\3,240 （+税） ¥2,754

（+税）
（Memo)

ロゼ色に染まる『シャンパーニュの貴婦人』！テタンジェは歴代フランス大統領御用達。テタンジェのシャンパンは、シャルドネを主体とする洗練されたスタイルのシャンパン造りで定評があります。『シャンパーニュの貴婦人』と言われ
る名門です。サーモンピンクの色合いが美しいロゼ。ベリーを思わせる華やかな香り。パーティなどのシーンを華やかに演出します！テタンジェのすべてに刻まれる紋章は優れた詩と音楽の才能に溢れ、吟遊詩人とも呼ばれたチ
ボー4世。

ﾏﾄｩｱ　ﾘｰｼﾞｮﾅﾙ　ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ･ﾌﾞﾗﾝ 2016 ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ･ﾌﾞﾗﾝ100％
\2,000 →

\1,850 （+税） ¥1,573 （+税）
（Memo)

NZで初めてソーヴィニヨン・ブランを植えた伝統作り手!フレッシュなハーブや芝生などのグリーンのトーンにレモンやライムの柑橘系のアロマに引き締まった酸と豊かな果実味が素晴らしい！当店のＮＺの白ワインで圧倒的な売上を
誇る売れ筋ソーヴィニヨン・ブラン！

33

34

ﾃﾀﾝｼﾞｪ ﾌﾞﾘｭｯﾄ ﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞ ﾛｾﾞ N.V NV ｼｬﾙﾄﾞﾈ30％/
ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ＆ﾋﾟﾉ･ﾑﾆｴ70％ ¥9,000

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

ﾗ･ｼｰﾄﾞﾙﾘｰ･ﾃﾞｭ･ｺﾞﾙﾌ ﾌﾟﾃｨ･ｷｭｳﾞｪ(2016) NV 林檎(ｷﾞﾙｳﾞｨｯｸ種100%) ¥2,200 （+税） ¥1,870 （+税）

（+税）
（Memo)

NZワイン産業に革命を与えた兄弟のシャルドネ！しっかりとした果実味にエレガントな質感で、優しく樽がかかっているので、とても上品な味わい！熟成し香りも複雑になり、蜜っぽさとナッツのニュアンスと共に、ミネラルを十二分に
感じる旨味たっぷりのワインです。

ﾏﾄｩｱ　ﾗﾝﾄﾞ･ｱﾝﾄﾞ･ﾚｼﾞｪﾝﾄﾞ　ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ 2015 ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ100％
\3,300 →

\2,900 （+税） ¥2,465 （+税）
（Memo)

銘醸地セントラル・オタゴで作る、洗練されたモダンなピノ！丁寧に手摘みしたブドウを用いゆっくりと浸漬し、アロマを引出しています。その後、フレンチオークにて熟成させて、かなりレベルの高い仕上がりに！マトゥアの上級キュ
ヴェは特別な日に空けたい逸品です！

39

40

ﾄﾞﾒｰﾇ･ﾏﾙｸ･ﾃﾝﾍﾟ ﾛｰﾃﾞﾙｽﾍﾞﾙｸﾞ 2015 2015 ｹﾞｳﾞｪﾙﾂﾄﾗﾐﾈｰﾙ70%
ﾋﾟﾉ･ｸﾞﾘ30% ¥5,000 （+税） ¥4,250

（Memo)

２０１２年設立。ヴァン・ナチュール好きが「これをシードルでやったらシードル・ナチュール！おもしろいに違いない！」と始めたプロジェクト。現地では地元の方から特に愛されケース単位で売れていく日本初入荷のシードル。アーティ
スティックでロックフェスのような雰囲気と音楽がそこに流れる手作り感たっぷり味わいは 高級品。特産品であるギルヴィック種単体で仕込んだ”シードル・ナチュール”

ｾﾊﾞｽﾁｬﾝ･ﾘﾌｫｰ ｻﾝｾｰﾙ ｻｳﾚﾀｽ 2012 2012 ｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ･ﾌﾞﾗﾝ100% ¥4,600 （+税） ¥3,910 （+税）
（Memo)

２００４年本格的始動。これまでのサンセールのイメージを覆す異端児。世界NO.1レストランと称されるnomaで採用されているサンセールはセバスチャン・リフォーただ一人。肝となるのはポテンシャルを極限まで追求した葡萄本来の
味わい。自然酵母による発酵醸造から瓶詰めに至るまで亜硫酸は完全に無添加。珍しいマロラクティック発酵も自然と起こり、濃密で厚みのある魅惑的なワインとなります

37

38

（+税）
（Memo)

1996年からビオティナミ農法に移行し、アルザスを代表する生産者になったマルク・テンペ。ローデルスベルグの畑は、彼の名を世に知らしめた特急畑「マンブール」の丘の頂上に位置し、混植されたゲヴュルツトラミネールとピノグリ
を使用。ハチミツバターを思わせる香りにスパイシーさと燻製のニュアンス、ふくよかさとボリュームを感じる仕上がり。リリース直後に蒸発する”数量限定”ワインが登場

ｵﾚﾘｱﾝ･ｳﾞｪﾙﾃﾞ ｼﾞｭｳﾞﾚ･ｼｬﾝﾍﾞﾙﾀﾝ 2015 2015 ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ100% ¥7,200 （+税） ¥6,120 （+税）
（Memo)

1971年よりビオロジック農法を開始し、ブルゴーニュの中でも自然栽培の先駆者として知られ「私より強い自然志向」とアランも太鼓判を押す息子オレリアンは2003年よりギィ・ボサールやマルク・アンジェリ、父から受け継いだ伝統を
ベースに素晴らしいワインを世にリリースしている。魅惑的なアロマ、グリップ力に優れ、葡萄のエネルギーの優秀さに衝撃を受ける！GRAND CRUクラスのポテンシャル

※提供されるワインについては、状況により事前の通知なく変更される場合がございます。予めご了承ください。



【I. (株)中川ワイン】
No. 国/地域 画像 ヴィンテージ

ｱﾒﾘｶ

白 ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ/ｴﾄﾞﾅ

ｱﾒﾘｶ

赤 ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ/ｿﾉﾏ

ｱﾒﾘｶ

赤 ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ/ｿﾉﾏ

ｱﾒﾘｶ

赤 ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ/ﾅﾊﾟ

ｱﾒﾘｶ

赤 ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ/ﾅﾊﾟ

【J. (株)nakato】
No. 国/地域 画像 ヴィンテージ

ﾌﾗﾝｽ

赤 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 ｺｰﾄ･ﾃﾞｭ･ﾛｰﾇ

ﾌﾗﾝｽ

泡白 ｼｬﾝﾊﾟｰﾆｭ

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

ﾏｳﾝﾄ･ｴﾃﾞﾝ ｼｬﾙﾄﾞﾈ ｴﾄﾞﾅ･ｳﾞｧﾚｰ 2015 ｼｬﾙﾄﾞﾈ100％ ¥4,600 （+税） ¥3,910 （+税）

（+税） ¥4,080

（Memo)

当店ソムリエがお薦めする、まさにブルゴーニュのムルソーに匹敵するフルボディながらフィネスのあるシャルドネ！マウント・エデンが本拠地とするＡＶＡはサンタクルーズ・マウンテンは、リッジのモンテベッロやこのマウント・エデン
で名を馳せた銘醸地。標高が600メートル以上のエリアなので、昼夜は太陽を浴びながら、寒暖差から酸をしっかりと保有したワインが生まれます。

ﾘｳﾞｧｰｽ･ﾏﾘｰ ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ ｿﾉﾏ･ｺｰｽﾄ 2014 ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ100％ ¥5,800 （+税） ¥4,930 （+税）
（Memo)

今、カリフォルニアで も注目を浴びているワインメーカー「トーマス・リヴァース・ブラウン」が奥様ジュヌヴィエーヴ・マリーと一緒に立ち上げたワイナリー。華やかな香りとエレガントな酸になめらかな果実味、長く続く余韻はブドウの
レベルの高さが綺麗に現れています！

41

42

45

46

ﾅﾊﾟ･ﾊｲﾗﾝｽﾞ ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ ﾅﾊﾟ･ｳﾞｧﾚｰ 2015 ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ90％
ﾌﾟﾃｨ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ10％ ¥4,800 （+税） ¥4,080

（+税）
（Memo)

リッジ、ローゼンブルムと供に世界３大生産者として君臨し続ける作り手のジョエル・ピーターソンを父に持つジンファンデルの正統派サラブレッド！平均樹齢80年のブドウを用い、スパイス感と酸とのバランスの良いエレガントなジン
ファンデルです！昨年、ワイン 高峰の資格マスター・オブ・ワインを受賞し益々入手困難に!

ｼｮｰﾝ･ﾏｲﾅｰ ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ ﾅﾊﾟ･ｳﾞｧﾚｰ 2013 ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ83％ ﾒﾙﾛｰ14％
ｶﾍﾞﾙﾈ･ﾌﾗﾝ2％ ﾌﾟﾃｨ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ1％

\3,800 →
\3,600 （+税） ¥3,060 （+税）

（Memo)

長年ワイン業界を支えていたショーン・マイナーが2005年に設立したワイナリー。ショーンは、UCデイヴィス校を卒業後、ボーリュー・ヴィンヤードやボルドーのシャトー・ラフィットなどでも経験を積んだ逸材。今回は当店でストックして
いたカリフォルニアのグレートヴィンテージ2013年なので、まとめ買いや贈答用にもお勧めです！

43

44

ﾍﾞｯﾄﾞ･ﾛｯｸ･ﾜｲﾝｽﾞ ｵｰﾙﾄﾞ･ｳﾞｧｲﾝ ｼﾞﾝﾌｧﾝﾃﾞﾙ 2016
ｼﾞﾝﾌｧﾝﾃﾞﾙ90％

残り（ﾌﾟﾃｨ･ｼﾗｰ、ｱﾘｶﾝﾃ･ﾌﾞｰｼｪ、
ｸﾞﾙﾅｯｼｭ、ｶﾘﾆｬﾝ、ﾏﾀﾛ）

¥4,800

（+税） ¥7,650

（+税）
（Memo)

ナパ・ハイランズは、先日の「ホンマでっか！？ＴＶ」で放映後に一瞬で蒸発した、奇跡のワイン！あの明石家さんま氏が2017年の買って良かった物ランキングで見事、第3位に選ばれたワインです。畑はナパの中でも銘醸地とされる
オークヴィルとヨントヴィルの2つを使用し、仏樽と米樽を使用し、樽熟成20ヶ月(新樽率なし）。ワイナリーはオーパス・ワンと面しているのですが、10分の1という嬉しい価格！

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

ﾄﾞﾒｰﾇ･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 ﾙｲ･ｵｰｷﾞｭｽﾄ 2015 2015 ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ100% ¥3,900 （+税） ¥3,315 （+税）
（Memo)

近年ブルゴーニュではドメーヌの世代交代が進み、優秀な若手醸造家の台頭が目立ちます。その代表的な醸造家がダヴィド・デュバン。1971年生まれの彼はブルゴーニュ若手醸造家の中でも注目される生産者のひとり。「DRC」「ア
ルマン・ルソー」「ジョルジュ・ルーミエ」等トップ生産者と共にブルゴーニュを代表する生産者に数えられる。しなやかで、上品なアロマ。近年で も完成度の高い”１本”

49
ﾋﾟｴｰﾙ･ﾍﾟﾃﾙｽ ｷｭｳﾞｪ･ﾚｾﾞﾙｳﾞ･ｳﾌﾞﾘｴ ﾌﾞﾗﾝ･ﾄﾞ･ﾌﾞﾗﾝ ｸﾞﾗﾝ･ｸﾘｭ (201 2010 ｼｬﾙﾄﾞﾈ100% ¥12,000 （+税） ¥10,200

（+税）
（Memo)

ムルソーのトップ・ドメーヌであるコント・ラフォンとマコン地区の第一人者と言われるオリヴィエ・メールランとの夢の共同プロジェクト。プイィ・フュイッセ村で も南に位置するクロ・デ・カールの畑は１００年以上も前から存在する歴史
的な畑で、長く続く石垣で造られた高い壁「CLOS」に囲まれたモノポール（単独所有畑）。 も古い樹は１９１７年に植えられたブルゴーニュの歴史を感じる世界遺産の証。

ﾄﾞﾒｰﾇ･ｲｳﾞ･ｷｭｲﾛﾝ ﾘﾊﾟ･ｼﾆｽﾄﾗ 2011 2011 ｼﾗｰ100% ¥9,200 （+税） ¥7,820 （+税）
（Memo)

イヴ・キュイロンは１９８６年に伯父のドメーヌを引き継ぐと、３０代半ばにはコート・デュ・ローヌ地方 高の生産者と呼ばれ、近代ローヌの三傑(他はフランソワ・ヴィラールとピエール・ガイヤール)として君臨。１９９６年古代ローマ時代
から続く伝説の畑として知られるセイシュエルの丘に葡萄を植え、伝説の再興を成し遂げた。年間３０００本弱しか生産されない幻のスペシャルキュヴェ。ソタナムの区画。

47

48

ｼｬﾄｰ･ﾃﾞ･ｶｰﾙ ﾌﾟｲｨ･ﾌｭｲｯｾ ﾃﾛﾜｰﾙ･ﾄﾞ･ｸﾛ･ﾃﾞ･ｶｰﾙ 2014 2014 ｼｬﾙﾄﾞﾈ100% ¥9,000

（+税）
（Memo)

ローバート・パーカーjRが監修するワイン・アドヴォケイト誌の5つ星生産者。 も高値で取引され、 も高貴で魅力あふれるシャルドの聖地メニル・シュール・オジェ村に本拠地を置き、鋭くも、体に染み渡る 高級のシャンパーニュを
リリースする大人気メゾン。世界の 高峰のレストランに向けて造られた特別なスペシャル・キュヴェ。ピエール・ペテルスが誇る「永遠のヴァン・ド・レゼルヴ」１００％です

※提供されるワインについては、状況により事前の通知なく変更される場合がございます。予めご了承ください。



【K. (株)フィネス】
No. 国/地域 画像 ヴィンテージ

ﾌﾗﾝｽ

赤 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 ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ

ﾌﾗﾝｽ

赤 ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ

【L. ヘレンベルガー・ホーフ(株)】
No. 国/地域 画像 ヴィンテージ

ﾄﾞｲﾂ

白 ﾗｲﾝﾍｯｾﾝ

ﾄﾞｲﾂ

ﾛｾﾞ ﾗｲﾝｶﾞｳ

ﾄﾞｲﾂ

赤 ﾊﾞｰﾃﾞﾝ

ﾄﾞｲﾂ

白甘口 ﾌｧﾙﾂ

50

（+税） ¥6,460

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

ﾄﾞﾒｰﾇ･ﾄﾗﾍﾟ ﾏﾙｻﾈ･ﾙｰｼﾞｭ 2015 2015 ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ100% ¥6,500 （+税） ¥5,525 （+税）
（Memo)

１８６８年創業。ジュヴレ・シャンベルタンで 高評価を獲得し続ける名門ドメーヌ。フランスで も権威あるワイン誌メイユール・ヴァン・ド・フランスで 高評価3ツ星を獲得した数少ないドメーヌでもある。マルサネ村のテロワールを良
く反映する「Grasses Tetes」平均樹齢50年以上の「Grand Poirier」などの区画の葡萄を使用。僅か１.４ｈａ程の畑から素晴らしいフィネスに溢れた味わいのワインをリリース。

53

54

ﾌﾞﾘｭｰﾉ･ﾃﾞｿﾞﾈ･ﾋﾞｾｲ ｼｬﾝﾎﾞｰﾙ･ﾐｭｼﾞﾆｰ ﾚ･ｺﾝﾌﾞﾄﾞﾙｳﾞｫｰ 2015 2015 ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ100% ¥9,800 （+税） ¥8,330

（+税）
（Memo)

1985年設立。当主であるリシャール・フォンテーヌ氏はシャサーニュ・モンラッシェ村の名家であるガニャール・ド・ラグランジュ、ブラン・ガニャールを一族に持つこの村を代表するトップドメーヌ。フランス中央のCHERという地方の樫の
木を自ら購入し、庭で2年間乾燥させてから樽業者に製造してもらうなど独自のこだわりを持ち、鮮やかな色合いと滑らかな果実、そして極上の樽香。誰もが納得するクラシカルで上品な世界感が◎

ﾄﾞﾒｰﾇ･ﾙｼｱﾝ･ﾎﾞﾜｲﾖ･ｴ･ﾌｨｽ ｳﾞｫﾙﾈｰ 2015 2015 ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ100% ¥8,200 （+税） ¥6,970 （+税）
（Memo)

１８５０年フランソワ・ボワイヨ氏がヴォルネイ村に創業。現在はフランソワ氏の子孫たちがボワイヨ家の名前を冠してブルゴーニュ各地でワイン造りを行っています。樹齢の古い木は1株につき葡萄の房を4つにまで制限し、除草剤は
一切使用しない。１００％除梗を行い丁寧な醸造による素晴らしい味わいのワインをリリースしている。ポマールに近い酒質が特徴的な樹齢６０年以上の「Les Grands Poisots」の区画。

51

52

ﾄﾞﾒｰﾇ･ﾌｫﾝﾃｰﾇ･ｶﾞﾆｬｰﾙ ｼｬｻｰﾆｭ･ﾓﾝﾗｯｼｪ･ﾙｰｼﾞｭ 2015 2015 ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ100% ¥7,600

（+税） ¥2,720

（+税）
（Memo)

フラジェ・エシェゾー村に本拠地を置く小さな生産者。レ・コンブ・ドルヴォーは本拠地であるフラジェ・エシェゾー村とシャンボール・ミュジニー村に跨る知る人ぞ知る魅力的な畑。特級畑エシェゾーと隣接し、樹齢７０年以上の古樹が存
在する「プティ・グランクリュ」と呼ぶに相応しい素晴らしい世界感。苺やラズベリーなどの妖艶なアロマになめらかでシルキーな舌触り、コントラストが明白な味わい。

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

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 ｶﾋﾞﾈｯﾄ ﾌｧｲﾝﾍﾙﾌﾟ 2016 ﾘｰｽﾘﾝｸﾞ100％ ¥2,800 （+税） ¥2,380 （+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。わずか13haほどの畑しか持たないこの醸造所が も得意としているのが、リースリングを使った白ワイン。畑は
大斜度60度にもなり、標高が高く寒暖の差が激しい場所。ミネラルの伝道師とも呼ばれ、カビネットクラスの若干甘さを残したこの白ワインでもしっかりと酸が乗り、圧倒的なファンが多い。豚肉料理と相性が抜群です！！(※ハルプト
ロッケン、ファインヘルプともに同じ味わいを意味します)
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ｸﾗｲﾈﾝ･ﾌﾘｯﾂ ﾌﾞﾗﾝ･ﾄﾞ･ﾉﾜｰﾙ･ｱｲｽﾜｲﾝ 2008  ﾊｰﾌ　375ml 2008 ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ100％ ¥3,500 （+税） ¥2,975

（+税）
（Memo)

ドイツのピノを使用した素晴らしきロゼワイン！！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！今ではラインガウのみならず、ドイツを代表する生産者に数えられます。このロゼワインはシュペートブルグンダー(=ピノ・ノワール)で造られたしっかり爽やかで華やかなワイン！ヴァ
イスヘルプストとは単一品種で造られたロゼワインのこと。少し高めの温度12℃～14℃で楽しみたい1本。

ﾏﾙﾃｨﾝ･ｳﾞｧｽﾏｰ ﾏﾙｸｸﾞﾚｰﾌﾗｰﾗﾝﾄ ｼｭﾍﾟｰﾄﾌﾞﾙｸﾞﾝﾀﾞｰ ﾄﾛｯｹﾝ 2015 ｼｭﾍﾟｰﾄﾌﾞﾙｸﾞﾝﾀﾞｰ
(=ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ)100％

\3,200 →
\3,100 （+税） ¥2,635 （+税）

（Memo)

「ドイツのトスカーナ」マルクグレーフラーラントのピノ！マルティン・ヴァスマー醸造所はバーデン地方で何世代にも渡りワイン造りを行う歴史ある蔵元。その中でもシュヴァルツヴァルト「黒い森」とライン川にはさまれた太陽光をふん
だんに浴びる地区がマルクグレーフラーラント。この地は「ドイツのトスカーナ」とも呼ばれる。1年半の樽熟成を行い、ブルゴーニュのようにエレガントで滑らか。しっとりとした果実と落ち着いた酸味がバーデン=ピノ･ノワールの相性の
良さを物語る。ブルゴーニュ好きにも飲んでもらいたい、コストパフォーマンス抜群の1本。

55

56

ｹﾞｵﾙｸﾞ･ﾌﾞﾛｲﾔｰ ﾛｾﾞ ｳﾞｧｲｽﾍﾙﾌﾟｽﾄ 2014 ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ100％ ¥3,200

（+税）
（Memo)

ピノ・ノワールで造るお値打ち高品質アイスワイン！ゴーミヨ誌にて8年連続 優秀赤ワイン賞受賞のフリードリッヒ・ベッカー醸造所の若手当主、フリッツ氏プロデュースのアイスワイン。高級アイスワインと同じように、全て手摘みで
の収穫。この価格帯からは考えられない糖度と酸度の高さがあり、とてもバランスが取れた味わい。後味もとてもキレがよく、べたっとした甘みが残りません！アイスワインにしては珍しいブルゴーニュ瓶もポイント！

※提供されるワインについては、状況により事前の通知なく変更される場合がございます。予めご了承ください。



【M. 三国ワイン(株)】
No. 国/地域 画像 ヴィンテージ

ｲﾀﾘｱ

泡ﾛｾﾞ ｳﾞｪﾈﾄ

ｲﾀﾘｱ

白 ｳﾞｪﾈﾄ

ｲﾀﾘｱ

白 ﾌﾘｳﾘ･ｳﾞｪﾈﾂｨｱ･ｼﾞｭｰﾘｱ

ｲﾀﾘｱ

赤 ﾌﾟｰﾘｱ

ｲﾀﾘｱ

赤 ﾄｽｶｰﾅ

【N. (株)ラシーヌ】 ※自然派ワイン（ナチュラルワイン）
No. 国/地域 画像 ヴィンテージ

ﾌﾗﾝｽ

白 ｱﾙｻﾞｽ

ﾌﾗﾝｽ

白 ﾛﾜｰﾙ/ｱﾝｼﾞｭ

ﾌﾗﾝｽ

ｵﾚﾝｼﾞ ﾗﾝｸﾞﾄﾞｯｸ/ﾌｫｼﾞｪｰﾙ

ﾌﾗﾝｽ

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

ｻﾝﾀ･ﾏﾙｹﾞﾘｰﾀ　ｽﾌﾟﾏﾝﾃ･ﾛｾﾞ･ﾌﾞﾘｭｯﾄ N.V. ｸﾞﾚｰﾗ75%/ｼｬﾙﾄﾞﾈ22%/
ﾏﾙﾍﾞｯｸ3% ¥2,100 （+税） ¥1,785 （+税）

（Memo)

イタリア国内で人気の淡く上品なロゼ・スプマンテ！リンゴや洋ナシに、イチゴなどのレッドベリーの香り。いきいきとした香りと調和がとれ、はつらつとした味わい。フレッシュな長い余韻が感じられます。心地よい軽やかさのある上品
なスプマンテです！生産者のサンタ・マルゲリータはサッカーのACミランの公式認定を4年連続受けたこともあるワイナリーです。

（+税）
（Memo)

アメリカ市場で20年連続1位に君臨する圧倒的な実力！サンタ・マルゲリータは、世界で初めてピノ・グリージョ100%のワインを造りだしたワイナリー！そのワインは、アメリカ市場にて年間60万ケース以上の売上げを記録し、瞬く間に
アメリカ人気No.1ブランドの座に躍り出ました。現在でも1本20ドル以上のワインで、年間50万ケース以上を売り上げた例は未だ過去になく、異例の売り上げを記録しています。爽快な柑橘系果実やハーブの香りと共に、驚くほど新鮮
でクリーンな味わいが広がり、ピノ・グリージョの優れた特徴が顕著に感じられます。

ﾛﾝｺ･ﾃﾞｲ･ﾀｯｼ　ﾌｫｻﾘﾝ 2016
ﾋﾟﾉ･ﾋﾞｱﾝｺ40～50％
ﾌﾘｳﾗｰﾉ30～40％

ﾏﾙｳﾞｧｼﾞｱ20％
¥3,200 （+税） ¥2,720 （+税）

（Memo)

ビアンキスタの真骨頂！ガンベロ・ロッソ　トレビッキエーリの常連！『ビアンキスタ』（こだわりの白ワインの造り手）として知られるイタリア屈指のワイナリーがこのロンコ・デイ・タッシ。輝きを帯びた麦わら色に、洋ナシ、リンゴ、白桃を
感じさせる優雅で繊細な香り。綺麗な酸のおかげでふくらみやすいボリュームを上手く引き締めてくれています。

59

60

ｻﾝﾀ･ﾏﾙｹﾞﾘｰﾀ　ﾋﾟﾉ･ｸﾞﾘｰｼﾞｮ　ｳﾞｧﾙﾀﾞｰﾃﾞｨｼﾞｪ 2017 ﾋﾟﾉ・ｸﾞﾘｰｼﾞｮ100％ ¥2,000 （+税） ¥1,700

63

（+税）
（Memo)

パワフル＆エキゾチックなプリミティーヴォ！自社畑3ha樹齢60年の遅摘みブドウを日陰干し。ドライフルーツ、エキゾチックなスパイス、白胡椒にチョコレートの香り。丸みのある口当たりとボリューム感に、柔らかでエレガントなタンニ
ンとバニラ、プルーン、コーヒーを想わせる味わいが幾重にも重なり合います。

ﾓﾝﾃ･ｱﾝﾃｨｺ　ｽﾌﾟﾚﾑｽ 2012 ｻﾝｼﾞｮｳﾞｪｰｾﾞ75％/ﾒﾙﾛｰ15％
ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ10％ ¥3,800 （+税） ¥3,230 （+税）

（Memo)

当店人気のモンテ・アンティコの上級クリュ・クラス！知る人ぞ知る安旨スーパートスカーナとして当店で定番のモンテ・アンティコ！モンテ・アンティコは「サンジョヴェーゼの神」や「ミスター・サンジョヴェーゼ」と呼ばれる名醸造家のフ
ランコ・ベルナベイとイタリア高級ワインを輸出しているリーダー的存在であるエンプソン夫妻が造りあげたスーパー・タスカン！マレンマを中心に、キアンティ・クラッシコのエリアに広がる厳選された畑の25年以上の古樹からのみの
ブドウを使用。スタンダードのモンテ・アンティコよりも、カベルネとメルローの比率が高く、樽熟成も14ヶ月と長くなっています。

61

62

ﾏｯｾﾘｱ･ﾎﾞﾙｺﾞ･ﾃﾞｨ･ﾄｩﾙｯﾘ　ｻﾗﾁｪｰﾅ　ﾌﾟﾘﾐﾃｨｰｳﾞｫ･ｻﾚﾝﾄ 2016 ﾌﾟﾘﾐﾃｨｰｳﾞｫ100％ ¥2,500 （+税） ¥2,125

（+税） ¥4,675

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

ｼﾞｪﾗｰﾙ･ｼｭﾚｰﾙ ﾋﾟﾉ･ｸﾞﾘ ﾚｾﾞﾙｳﾞ ﾉﾝ･ﾌｨﾙﾄﾚ 2013 2013 ﾋﾟﾉ･ｸﾞﾘ100% ¥4,500 （+税） ¥3,825 （+税）
（Memo)

ジェラール・シュレールは聖地アルザスの中で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年以上に渡り、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トップ生産者に数えられる。ジュラール・シュレールの代表作のひとつ。しっとりとした質感と奥深い世界感。我が道を進むシュレール節炸裂

66
ﾄﾞﾒｰﾇ･ｺﾞﾋﾞｰ ﾑﾝﾀﾀﾞ 2011 2011 ｸﾞﾙﾅｯｼｭ45% ｶﾘﾆｬﾝ45%

ﾑｰﾙｳﾞｪｰﾄﾞﾙ5% ｼﾗｰ5% ¥12,000 （+税） ¥10,200

（+税）
（Memo)

１９８９年創業。ロワール地方アンジュー地区にて世界１０大白ワインと称されるクーレド・セランで有名なニコラ・ジョリー氏やギィ・ボサール氏達と共に「ルネッサンス・デ・アペラシオン」を盛り立て、現在の有機栽培の礎を築き上げた
自然派ワインの巨匠。１９７１年に植えられた大変希少なシュナン･ブラン種を１００％使用したスペシャル・キュヴェ。単独所有（モノポール）する生産者にとって宝物のワイン。

ﾄﾞﾒｰﾇ･ﾚｵﾝ･ﾊﾞﾗﾙ ﾌﾞﾗﾝ･ﾚﾛｰ 2015 2015
ﾃﾚﾌﾞﾗﾝ&ﾃﾚ･ｸﾞﾘ80%

ｳﾞｨｵﾆｴ10%
ﾙｰｻﾝﾇ10%

¥5,800 （+税） ¥4,930 （+税）
（Memo)

南仏 高生産者の一人であるレオン・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。とあるブラインドティスティングに
てあのCH.マルゴーに勝利した事は有名な御話。幻のブランが数量限定特別入荷。オレンジワインの様なニュアンスを感じつつ自由な表現が見事に現れた唯一無二の世界感。力強い果実のエネルギーに満ちた素晴らしい味わいが
◎

64

65

ﾗ･ﾌｪﾙﾑ･ﾄﾞ･ﾗ･ｻﾝｿﾆｴｰﾙ ﾚ･ﾌｼｬﾙﾄﾞ 2014 2014 ｼｭﾅﾝ･ﾌﾞﾗﾝ100% ¥5,500

（+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とある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、まさに上質ワインの真髄、強さと繊細さを持った世界を驚かせた１本。WA９５点獲得。

※提供されるワインについては、状況により事前の通知なく変更される場合がございます。予めご了承ください。



【O. (株)ラフィネ】
No. 国/地域 画像 ヴィンテージ

南ｱﾌﾘｶ

泡ﾛｾﾞ ｽﾜｰﾄﾗﾝﾄﾞ

南ｱﾌﾘｶ

白 ﾍﾙﾏﾅｽ

南ｱﾌﾘｶ

白 ｽﾃﾚﾝﾎﾞｯｼｭ

南ｱﾌﾘｶ

赤 ｽﾃﾚﾝﾎﾞｯｼｭ

南ｱﾌﾘｶ

赤 ｽﾃﾚﾝﾎﾞｯｼｭ

【P. ワイン・イン・スタイル(株)】
No. 国/地域 画像 ヴィンテージ

ｱﾒﾘｶ

泡白 ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ/ﾅﾊﾟ

ｱﾒﾘｶ

白 ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ/ﾓﾝﾄﾚｰ

ｱﾒﾘｶ

赤 ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ/ﾓﾝﾄﾚｰ

ｱﾒﾘｶ

赤 ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ/ﾅﾊﾟ

ｱﾒﾘｶ

赤 ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ/ｿﾉﾏ
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（+税） ¥3,570

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

ｴｰｴｰ･ﾊﾞｰﾃﾞﾝﾎｰｽﾄ ﾌﾞﾗｰｸ･ｶｲﾙ ﾊﾞﾙﾊﾞﾛｯｻ ﾌﾞﾘｭｯﾄ･ﾛｾﾞ 2015 ｹｰﾌﾟ･ﾊﾞﾙﾊﾞﾛｯｻ100％ ¥3,300 （+税） ¥2,805 （+税）
（Memo)

ナチュラルなワイン作りを思想とする南アワインの大御所！ハインとアディのいとこ同士が始めたワイナリー。アディは一日中畑仕事をしている農家で、収穫は夜明け前から手摘みし、全房圧搾し、一晩落ち着かせ、発酵槽に移され
た後、澱引きを2回。デゴルジュマン前に15ヶ月の瓶熟。手間隙かかった貴重な泡！

70

71

ｸﾙｰｶﾞｰ･ﾌｧﾐﾘｰ･ﾜｲﾝｽﾞ ﾊﾟｰﾘｰ･ｹﾞｰﾂ ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ 2017 ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ100％ ¥3,100 （+税） ¥2,635

（+税）
（Memo)

2011年のファーストヴィンテージ、カルトロジーをリリースして瞬く間に南アフリカで も注目をあびる造り手。このキュヴェは、ヘルマナスのテロワールを表現しようと1930年代から植わっているブドウを使用。パワフルな味わいであり
ながら、バランスに優れ、フェノールをしっかりと感じつつも、豊かな酸を綺麗に表現しています。

ｸﾙｰｶﾞｰ･ﾌｧﾐﾘｰ･ﾜｲﾝｽﾞ ｸﾘｯﾌﾟ･ｺｯﾌﾟ ｼｬﾙﾄﾞﾈ 2017 ｼｬﾙﾄﾞﾈ100％ ¥3,800 （+税） ¥3,230 （+税）
（Memo)

設立は比較的新しい生産者ですが、ステレンボッシュの名門ワイナリー「ステルハイス」のご子息であるヨハン・クルーガーが自身で興したワイナリー。程手摘み収穫後、全房圧搾。フレンチ・オークの古樽に移し、5日間ほど待ち自然
発酵が始まり、30日間後にようやく終了。10ヶ月間は澱とともに寝かせて、MLFを行い酸を穏やかにして、瓶詰め。

68

69

ｱﾙﾍｲﾄ･ｳﾞｨﾝﾔｰｽﾞ ﾍﾒﾙﾗﾝﾄﾞ ｳﾞｧｲﾝ･ｶﾞﾙﾃﾞﾝ 2016 ﾙｰｻﾝﾇ48％ ｼｭﾅﾝ･ﾌﾞﾗﾝ27％
ｼｬﾙﾄﾞﾈ22％ ｳﾞｪﾙﾃﾞﾎ3％ ¥4,200

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

ｼｭﾗﾑｽﾊﾞｰｸﾞ･ｳﾞｨﾔｰｽﾞ ﾐﾗﾍﾞﾙ ﾌﾞﾘｭｯﾄ ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ NV ｼｬﾙﾄﾞﾈ60％ ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ40％ ¥3,980 （+税） ¥3,383 （+税）

（+税）
（Memo)

標高が500ｍ程の2区画にピノ・ノワールが植えられ、手摘み収穫後、20～40％は全房圧搾。低温浸漬、野生発酵後、20日間スキンコンタクトを経て古樽で11ヶ月熟成。「この価格帯で敵なし」と言っても過言ではない！南アらしい果
実とタンニンも感じる上質なピノ・ノワール！

ｳﾞｧﾝ･ﾛｯｹﾞﾚﾝﾍﾞﾙｸﾞ ｼﾞｪﾛﾆﾓ･ｻﾝｿｰ 2016 ｻﾝｿｰ100％ ¥3,800 （+税） ¥3,230 （+税）
（Memo)

当主のルーカス・ヴァン・ロッゲンゲルグは、南アフリカのエルセンバーグ大学にて農学を卒業後、南アフリカ国内の優良生産者やニューヨークでヴィンテージを重ね2016年ヴィンテージが見事初リリースとなります。基本的に「ワイン
メーカーというよりファーマー」だと彼が言うように、畑仕事を十二分に手入れする事により、ワインに関してはほとんど自然任せのナチュラルワインです。

（+税） ¥3,740

（Memo)

1972年のニクソン大統領と周恩来首相による「平和への乾杯」の際にサービスされたことで有名な米国No1と名高いスパークリング専門ワイナリー。仏シャンパーニュ・メゾンに匹敵するシュラムスバーグ・ヴィンヤーズが造る極上の
スパークリング！

ﾊｰﾝ･ﾜｲﾅﾘｰ ｼｬﾙﾄﾞﾈ SLH ｴｽﾃｰﾄ･ｸﾞﾛｳﾝ ｻﾝﾀ･ﾙｼｱ･ﾊｲﾗﾝｽﾞ 2016 ｼｬﾙﾄﾞﾈ100％ ¥3,800 （+税） ¥3,230 （+税）
（Memo)

華やかでありながら、程よい果実味にエレガントな酸が心地よいバイヤー一押しのシャルドネ！自社ブドウ100％、フレンチオーク（新樽30％）で11ヶ月熟成。当店では初入荷となりましたが、ソノマやナパに比べてコスパに優れている
ので、絶対に買いです！

72

73

76
ｺｯﾎﾟﾗ･ﾜｲﾅﾘｰ ﾃﾞｨﾚｸﾀｰｽﾞ･ｶｯﾄ ｼﾞﾝﾌｧﾝﾃﾞﾙ ｱﾚｷｻﾝﾀﾞｰ･ｳﾞｧﾚｰ 2014 ｼﾞﾝﾌｧﾝﾃﾞﾙ81％

ﾌﾟﾃｨ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ14％ ｼﾗｰ5％
\4,480 →

\3,980 （+税） ¥3,383

（+税）
（Memo)

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・エリアは、ピノ・ノワールやシャルドネの銘醸地です。その中でもモントレーにあるサンタルシアは、全米で も小さいAVAながら、高級銘醸地として昇格しましたが、その
旗振り役となったのが名門ハーンです。

ｳﾞｧｲﾝ･ｸﾘﾌ ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ ﾅﾊﾟ･ｳﾞｧﾚｰ 2011 ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ主体
\10,000 →

\5,900 （+税） ¥5,015 （+税）
（Memo)

ヴァイン・クリフの歴史は、古く1871年という伝統的な生産者。疫病や禁酒法など、多くの困難がありましたが、不死鳥の如く蘇った名門。今回は、ワイナリーからのバックストックが限定で入荷。エレガントな2011年のナパ・ヴァレーで
すが、凝縮感と冷涼感のバランスに優れ、ボルドーをなどの旧世界を想わせる、エレガントなニュアンス。
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ﾊｰﾝ･ﾜｲﾅﾘｰ ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ SLH ｴｽﾃｰﾄ･ｸﾞﾛｳﾝ ｻﾝﾀ･ﾙｼｱ･ﾊｲﾗﾝｽﾞ 2016 ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ100％
\4,600 →

\4,400

（+税）
（Memo)

フランシス・フォード・コッポラ監督が2006年にソノマ地区で設立し、ソノマのブドウのみで作りのがこの「ディレクターズ・カット」シリーズ。このシリーズの中でも一際人気を見せているのが、このジンファンデル、華やかな香りに、凝縮
感のある味わい、どれをとっても素晴らしく、多くの方を魅了するワインです。

※提供されるワインについては、状況により事前の通知なく変更される場合がございます。予めご了承ください。



【Q. ワインダイヤモンズ(株)】 ※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 ヴィンテージ

ｽﾍﾟｲﾝ

泡白 ｶﾀﾙｰﾆｬ/ﾓﾝｻﾝ

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ

ﾛｾﾞ ｳﾞｨｸﾄﾘｱ/ﾍﾞﾝﾃｨｺﾞ

ｽﾍﾟｲﾝ

ｵﾚﾝｼﾞ ｶﾀﾙｰﾆｬ/ｺﾝｶ･ﾃﾞ･ﾊﾞﾙﾍﾞﾗ

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ

赤 南ｵｰｽﾄﾗﾘｱ/ﾏｸﾗｰﾚﾝｳﾞｪｲﾙ

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ

赤 南ｵｰｽﾄﾗﾘｱ/ｱﾃﾞﾚｰﾄﾞ･ﾋﾙｽﾞ

【有料試飲】
No. 国/地域 画像 ヴィンテージ

ﾌﾗﾝｽ
泡白 ｼｬﾝﾊﾟｰﾆｭ

ﾌﾗﾝｽ
赤 ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ

ｲﾀﾘｱ
赤 ﾋﾟｴﾓﾝﾃ

ｱﾒﾘｶ
赤 ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ
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ワイン名 ブドウ品種 通常価格（+税） 15％OFF価格（+税）（※会場受付限定）

ｱﾙﾃｻﾞｰﾉ･ｳﾞｨﾝﾄﾅｰｽﾞ ﾍﾞﾝﾊﾐｰﾅ･ﾍﾟｯﾄﾅｯﾄ 2016 パレリャーダ100％ ¥3,600 （+税） ¥3,060 （+税）
（Memo)

彼が作るワインには「わざとらしさ」が無く。テクニカルなイメージを与えない、純然たる旨味だけで勝負出来るワインを作ります。 ベンハミーナはパレリャーダ種のペティアン。収穫期にグリーンを帯びてキラキラ輝くParelladaの軽やか
な旨味がストレートに閉じ込められています。

（+税）
（Memo)

新しいオーストラリアを担う逸材のワインが日本初入荷！現地でも今 も注目され、巷を賑わせるワインです。鮮烈な果実味に支えられて旨味抜群です。ロゼは、実はカベルネ・ソーヴィニヨン！カベルネで美味いロゼが作れるの？
なんて・・答えはボトルの中に。

ｼﾞｮﾙﾃﾞｨ･ﾛﾚﾝｽ ﾅﾁｭﾗﾙ･ﾌﾞﾗﾝ 5.7 2016 ﾏｶﾌﾞｰ主体 ¥3,500 （+税） ¥2,975 （+税）
（Memo)

小さな自宅の住所にも含まれている通りの名前である5.7と名付けられています。レモン、洋ナシ、黒胡椒、ほのかに香る生姜の純粋な果実味と、エネルギー。いきいきした生命力！ジューシーな爽やかさと、スキンコンタクトに由来
する収斂味あるタンニンの間には、素晴らしい緊張感があります。

78
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ｻﾞｳﾞｨｴ ｼｬｰﾘｰ ﾛｾﾞ 2017 ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ100％ ¥3,900 （+税） ¥3,315

（+税）
（Memo)

ヤウマはルーシー・マルゴーの初代アシストタントのジェームスが手掛ける手作りのナチュラルワイン。、このキュヴェは、この年限定とも言えるスペシャルなワイン！ステンレスタンクの上部を完全に多い、軽やかで、ガブガブ飲める
ジュースのようなワイン！

ｼﾞｪﾝﾄﾙ･ﾌｫｰｸ ﾌﾞﾛｯｻﾑ 2016
ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ/ﾒﾙﾛ/

ﾌﾟﾃｨ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ/ｼｬﾙﾄﾞﾈ/
ﾘｰｽﾘﾝｸﾞ

¥4,600 （+税） ¥3,910 （+税）
（Memo)

アデレード中でも標高が高く景色も良いノートン・サミットのブドウを使用し、美味しいフレッシュジュースをイメージして飲んでいただきたい清々しいワイン。このブレンド比率を考えると納得ですが、頭でなく五感で感じて欲しいワイ
ン！
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81

ﾔｳﾏ ﾃﾞｨｽｺ･ｽﾍﾟｼｬﾙ ｼﾗｰｽﾞ･ｸﾞﾙﾅｯｼｭ 2017 ｼﾗｰｽﾞ/ｸﾞﾙﾅｯｼｭ ¥3,500 （+税） ¥2,975

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

有1 ｼﾞｬｯｸ･ｾﾛｽ ｴｸｽｷｭｰｽﾞ N.V. N.V. ｼｬﾙﾄﾞﾈ100％ ¥42,000 （+税） ¥35,700 （+税）
（Memo)

年間生産量１０００本のみ。ジャック・セロスの当主アンセルム・セロスがレストランからの要望を受けて造り出した大変希少なセック。ブラン・ド・ブランと同様な造りだが原料ワインのアッサンブラージュ時に比較的若くフレッシュな味わ
いのワインを使用している。ドサージュには果汁を濃縮したムーを使用。ジャック・セロスの希少なセック。平均年間生産量1000本の希少品であり、神の雫にも使徒の一つとして登場！「甘いのは嫌」なんて言えない素晴らしい余韻と
味わい！

有2 ﾄﾞﾒｰﾇ･ﾄﾞ･ﾗﾙﾛ ﾛﾏﾈ･ｻﾝ･ｳﾞｨｳﾞｧﾝ 2013 2013 ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ100％ ¥65,000 （+税） ¥55,250 （+税）
（Memo)

ドメーヌ・ド・ラルロはアクサ・ミレジムが経営し、ドメーヌ・デュジャックのジャック・セイス氏のもとで働いていたジャン・ピエール・ド・スメ氏が栽培&醸造を担当しています。2003年からは全ての畑でビオディナミを採用。ラルロが所有す
る 高の畑であり、誰もが欲しがる逸品がこのロマネ・サン・ヴィヴァン！ガッチリと肉付きの良い果実と木造の協会を想わせるエレガントさ、長く続く余韻は圧倒的です！WA96点！

有3 ｶﾞﾔ　ﾊﾞﾙﾊﾞﾚｽｺ D.O.C.G. 1997 1997 ﾈｯﾋﾞｵｰﾛ100％ ¥42,000 （+税） ¥35,700 （+税）
（Memo)

20年熟成を経た「帝王」の哲学！イタリアワイン 高峰バルバレスコ！複数の畑のネッビオーロを緻密にブレンドしたガヤの代表作。20年の年月でその美しく気品に満ちた味わいはまさに 高級クラス。 ブラックベリーやチェリー、ス
ミレのような果実の香りと、 トリュフやダークチョコレートのような落ち着いた風味。 疑う余地のない 高級バルバレスコです。 <ワインスペクテイター　95点>（※2007年1月）
<ワインアドヴォケイト 94点>（※2001年1月）

有4 ｼﾈ･ｸｱ･ﾉﾝ ﾄﾙｳﾞｪ･ﾗﾚｰﾇ ｼﾗｰ 2015
ｼﾗｰ80.5％ ﾌﾟﾃｨ･ｼﾗｰ7％

ﾑｰﾙｳﾞｪｰﾄﾞﾙ7％ ｸﾞﾙﾅｯｼｭ2％
ｳﾞｨｵﾆｴ3.5％

¥43,200 （+税） ¥35,700 （+税）
（Memo)

、シネ・クア・ノンはアメリカの国内市場では、顧客名簿を通してのみの販売かつ、順番待ちというカルト・ワインです。今回入荷のスタンダードのシラーがパーカー・ポイント100点という快挙を成し遂げました。全体の66％を除梗し、上
面開放型の発酵槽で発酵、仏樽22ヶ月熟成（新樽48％）

※提供されるワインについては、状況により事前の通知なく変更される場合がございます。予めご了承ください。


