
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

ﾌﾗﾝｽ

泡ロゼ 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

ｲﾀﾘｱ

赤 ﾋﾟｴﾓﾝﾃ

ｽﾍﾟｲﾝ

赤 ﾘｵﾊ

②【㈱アルカン】 ※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

泡白 ｼｬﾝﾊﾟｰﾆｭ

ﾌﾗﾝｽ

泡ロゼ ｼｬﾝﾊﾟｰﾆｭ

ｼﾞｮｰｼﾞｱ

ｵﾚﾝｼﾞ ｶﾍﾃｨ

ｼﾞｮｰｼﾞｱ

赤 ﾑﾂﾍﾀ

15％OFF価格（+税）

15％OFF価格（+税）

（※会場受付限定）

（+税）
（Memo)

2002年に5人のビジネスマングループが、荒廃していたシャトー・ムクラニの再建に乗り出した。目標は現代技術と伝統的な技術を組み合わせたワインを造り、ジョージアにおける国際的な
ブランド力をつける事。近代的な振動式選果台、垂直除梗機を用い、よく熟した自社畑のサペラヴィ種(ジョージアの高級品種)のみを使用。発酵後にタンクとオーク樽(コーカサス、フラン
ス、アメリカ産)で15ヶ月～18ヶ月熟成させたこのサペラヴィ種のワインは、気品がありリッチで、しっかりとしたタンニンがありながら艶がある上質なもの。

ｼｬﾄｰ･ﾑｸﾗﾆ ｻﾍﾟﾗｳﾞｨ 2014 2014 サペラヴィ100%
10

¥3,800 （+税） ¥3,230

8

9
（+税）

（Memo)

ジョージア、カヘティ地区にある今最も注目されるワイナリー。創業者で当主のゴージ・ダキシュヴィリは、家族経営のこのドメーヌを所有するかたわら、テリアニ・ヴァレー、ヴィノテラ･シュ
クマンなどの大手も手掛ける天才肌。このオレンジワインは樹齢の古いルカツィテリ種を用い、クヴェヴリ(素焼きの壷)で発酵させ、約6ヶ月間スキンコンタクトを行いながら熟成。ドライアプ
リコット、レーズン、スパイスに紅茶、そしてドライフラワーなどのアロマが漂う、程よいタンニンを伴った1本。Wine & Spirits Magazineで90ポイントを獲得。

ｵﾙｺﾞ ﾙｶﾂｨﾃﾘ ﾄﾞﾗｲ･ｱﾝﾊﾞｰ･ﾜｲﾝ 2016 2016 ルカツィテリ100%

¥2,700 （+税） ¥2,295

¥10,000 （+税） ¥8,500 （+税）
（Memo)

濃厚で力強いピノ・ノワールを生み出すアイ村に本拠地を置く名門ボランジェ社。これはボランジェのスタイルを表す「Special Cuvée」をベースに、アイとヴェルズネイのグランクリュ畑(コー
ト・オーザンファン含む）で収穫されたピノ・ノワールのみで造った赤ワインを5～6％加え造られるロゼ・シャンパーニュ！豊かな芳香が感じられ、さらに口に含むと力強く皮の厚い赤い果実
のような生き生きとした風味が口中に広がります。

ﾎﾞﾗﾝｼﾞｪ ﾛｾﾞ N.V N.V ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ60％/ﾋﾟﾉ･ﾑﾆｴ15％/
シャルドネ25％

¥6,500 （+税） ¥5,525 （+税）
（Memo)

1467年創業、創立550年を迎えたピエモンテ州の歴史ある名門ワイナリー。カレッタの名前はケルト語の“CAR”(石)に由来し、敷地内の丘に大きな石膏があることから名付けられました。2014年にユネスコ世界遺産に指
定されたランゲ・ロエロ地区とモンフェッラート地区に65haの畑を所有しています。このバローロはカレッタ社の代表作！伝統的手法で醸造され、木樽で24ヶ月熟成後、瓶内で9ヶ月以上熟成。バラやリコリス、カカオの香
り、柔らかくエレガントなタンニンと長い余韻が素晴らしい。

2013 ﾈｯﾋﾞﾞｵｰﾛ100%

ﾎﾞﾗﾝｼﾞｪ ｽﾍﾟｼｬﾙ･ｷｭｳﾞｪ ﾌﾞﾘｭｯﾄ　N.V N.V ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ60%/
ﾋﾟﾉ･ﾑﾆｴ15%/ｼｬﾙﾄﾞﾈ25% ¥8,500 （+税） ¥7,225

7
（+税）

（Memo)

権威あるワイン専門誌クラスマンでは常にシャンパーニュ最高評価（3つ星）を誇るボランジェ社(他に★★★を誇るのはクリュッグだけ)。使用されるブドウの約80％が、グラン･クリュとプル
ミエ･クリュの畑。コルク栓をしたマグナムボトルで5～10年間熟成させたリザーヴワインを5～10％使用。ロバート・パーカー5つ星生産者でもある。コクと旨味の塊のような、シャンパーニュ
で一番濃厚なワインを造り上げる。知らなければいけない造り手の一人！007のジェームズ・ボンドが飲むシャンパンハウスとしても有名。

ワイン名 ブドウ品種 通常価格（+税） （※会場受付限定）

5
ﾃﾇｰﾀ･ｶﾚｯﾀ　ｶｯｼｰﾅ･ﾌｪｯﾚｰﾛ　ﾊﾞﾛｰﾛ　D.O.C.G.　2013

「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ーニュを代
表するメゾン。葡萄の作柄が特に素晴らしかったヴィンテージのみ醸造する。テタンジェ社を代表する特別なヴィンテージ･シャンパーニュ。複雑なアロマと洗礼された煌びやかな酸が美し
く、口にする人々を魅了する

（Memo)

1734年創業。「シャンパーニュの貴婦人」と呼ばれ、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
ンパーニュ・メゾン。２０１４年から4年連続でノーベル賞晩餐会で使用されるなど注目度も高い。ブリオッシュやフレッシュな柑橘類のアロマ、余韻に続く美しいハーモニーが素晴らしい.フラ
ンスを代表するグラン・メゾン。

ﾃﾀﾝｼﾞｪ･ﾌﾞﾘｭｯﾄ･ﾚｾﾞﾙｳﾞ･ｷﾞﾌﾄﾎﾞｯｸｽ入り

¥9,000 （+税） ¥7,650 （+税）
（Memo)

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を代表するメゾン！サーモンピンクの美しいロゼ。赤いベリーを連想させる華やかな
アロマ。パーティシーンを華やかに演出しテタンジェ全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勲章そのもの！

ﾃﾀﾝｼﾞｪ･ﾌﾟﾚｽﾃｨｰｼﾞｭ･ﾛｾﾞ･ｷﾞﾌﾄﾎﾞｯｸｽ入り N.V
ｼｬﾙﾄﾞﾈ30%/

ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ＆ﾋﾟﾉ･ﾑﾆｴ

¥3,240 （+税） ¥2,754 （+税）
（Memo)

創設者のビルとロスのスペンス兄弟が1969年にマール・ボロに植樹したのが始まり！その当時は、まだまだワイン産業がうごめく前に時代からワインに魅せられてスタートしました。そして、74年に初めてソーヴィニヨン・
ブランをリリースし今では、樹齢も古くなり複雑な味わいになっています。このシャルドネは、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シャルドネ！

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 2015 シャルドネ100％

¥6,700 （+税） （+税）¥5,695

ワイン名

N.V
1

ﾃﾀﾝｼﾞｪ･ﾌﾞﾘｭｯﾄ･ﾐﾚｼﾞﾒ　 2012　ｷﾞﾌﾄﾎﾞｯｸｽ入り 2012

ブドウ品種

ｼｬﾙﾄﾞﾈ40%/
ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ&ﾋﾟﾉ･ﾑﾆｴ60%

ｼｬﾙﾄﾞﾈ50%/ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ50% ¥10,000

通常価格（+税）

2
（+税） ¥8,500 （+税）

（Memo)

3

4

6 ﾏﾙｹｽ･ﾃﾞ･ﾘｽｶﾙ･ﾃｨﾝﾄ･ｸﾞﾗﾝ･ﾚｾﾞﾙｳﾞｧ 2007 2007 ﾃﾝﾌﾟﾗﾆｰﾘｮ主体/ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆ
ﾖﾝ/ｸﾞﾗｼｱﾉ

\7,900
→\7,200 （+税） ¥6,120 （+税）

（Memo)

1858年にリスカル侯爵によって、設立されました。スペイン王室御用達であり、画家ダリが愛したことで知られる、超名門ワイナリー。侯爵はフランス産のブドウの木を移植し、伝統的なリオハのワイン製造法も、フランス
の製造法に改革。グラン・レセルバ級、樹齢80年以上のブドウのみを使用。フレンチオーク樽で32ヶ月熟成させ、その後最低3年は瓶内熟成をしています。ほのかな黒胡椒とバルサミコのアロマにわずかなトースト香。果
実の熟成感と十分なタンニンがしなやかなで絹のような滑らかな長い余韻。



③【BMO(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 年号

ﾌﾗﾝｽ

泡白 ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰ

ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ

白 ｳﾞｨｰﾆｮ･ｳﾞｪﾙﾃﾞ

ｲﾀﾘｱ

ｵﾚﾝｼﾞ ｴﾐﾘｱ･ﾛﾏｰﾆｬ

ｵｰｽﾄﾘｱ

ﾛｾﾞ ｼｭﾀｲﾔｰﾏﾙｸ

ﾌﾗﾝｽ

赤 ﾙｰｼｮﾝ

ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ

赤 ﾄﾞｳﾛ

④【ディオニー㈱】 ※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 ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ

ﾌﾗﾝｽ

白 ﾛﾜｰﾙ

ﾌﾗﾝｽ

甘白 ｱﾙｻﾞｽ

ﾌﾗﾝｽ

赤 ｱﾙｻﾞｽ

15％OFF価格（+税）

15％OFF価格（+税）

２０１５年に引退したクロ・ロッシュ・ブランシュ最後の畑を受け継いだ幸運の持ち主。元クロ・ロッシュ・ブランシュの畑に植わる平均樹齢６３年以上のソーヴィニョン・ブラン種を２４時間醸
し、その後フードルで１３ヶ月発酵後そのまま７ヶ月熟成しＳＯ２無添加で瓶詰。。光沢のあるホワイトイエローの外観からレモンピールやホワイトペッパーのアロマを感じさせ、ピュアで滑ら
かな口あたりに骨太な酸がリッチな果実味を包み込み、ミネラルが美しい今の季節にオススメの1本です

ワイン名 ブドウ品種 通常価格（+税） （※会場受付限定）

17

（+税）
（Memo)

マリア・ボルトロッティはエミリア・ロマーニャの東端コッリ・ボロネージにある蔵元。この地区は1000年前の文献にも名前が記載されている程歴史が長い。1992年からオーガニック栽培、その後ビオディ
ナミに移行。SO2量をラベルに書いてまで真実を貫く超真っ直ぐな生産者！このワインは国際品種としてのソーヴィニヨン・ブランではなく、何百年も前から根付いている土着のソーヴィニヨン・ブラン。マ
セラシオンの期間を1週間と比較的短くさせることで、果皮からエキスを存分に、でも美しく抽出できているボルトロッティの傑作です！

ﾌﾗﾝﾂ･ｼｭﾄﾛﾏｲﾔｰ ｼﾙﾋｬｰ №28 2017 2017 ﾌﾞﾗｳﾜｰ･ｳﾞｨﾙﾄﾊﾞｯﾊｰ100%

¥1,870 （+税）
（Memo)

共に良いヴィーニョ・ヴェルデを造ろうと4人のブドウ栽培農家が立ち上げた小さな協同組合。造り手のフェルナンド・パイヴァはニコラ・ジョリーやピエール・マッソンの影響を受け、ビオディナミを独学、自分の環境に合わせたやり方で実践し
ています。このヴィーニョ・ヴェルデ出身で代々ブドウ栽培農家の彼は2004年から自身のプロジェクトを立ち上げ、鶏や羊を飼い、自然な環境を整えつつ、ワインセラーでは不自然な波長や振動を避ける為電気を使わずにランプのみを使う
徹底ぶり。このワインはステンレスタンクで野生酵母で発酵させSO2も極僅かしか使用していません。ポルトガルではまだ珍しい、自然派の志を持った生産者の1本。

11

12

ﾙ･ﾍﾟｰﾙ･ｼﾞｭｰﾙ ﾎﾟﾜﾚ･ﾄﾞ･ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰ ﾌﾞﾘｭｯﾄ N.V N.V 洋梨 ¥2,400 （+税） ¥2,040

¥3,900 （+税） ¥3,315 （+税）
（Memo)

シュトロマイヤーの畑は、ハンガリー国境までたった80km、オーストリア南の山中にある。2000mのアルペン山脈からは冷たい風が吹き続け、複雑な微気候の恵みを受ける、標高の高い畑はオーストリアで最も収穫の遅い産地の一つ。畑
は全くの不耕作。下草は伸びまくり、ブドウが森と化しつつある。この地域で共通の哲学を持った超尖った自然派グループ「シュメック・ダス・レーベン」の代表でもある。ラベルに記載されている「Trauben,Libe Und Zeit」は「葡萄、愛、時」とい
う意味。このロゼは樹齢36年～41年、除梗したブドウをステンレスタンクでMLF発酵&熟成。居酒屋で振る舞われていた「世界一酸が高い」と言われていたロゼ！

13

14

ﾏﾘｱ･ﾎﾞﾙﾄﾛｯﾃｨ ｴﾘｰｼﾞｮ ﾋﾞｱﾝｺ 2015 2015 ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ･ﾌﾞﾗﾝ100% ¥2,800 （+税） ¥2,380

（+税）
（Memo)

南ノルマンディ地方のリジューから西へ約3キロのサン・デジール村に3代続くりんごと梨の生産者。38haのりんご園と、5haの梨園を所有。畑は古くからビオディナミを実践しており、ナチュラル度は天下
一品のお墨付き。「自然を裏切ると、自然に裏切られる」という言葉をモットーに自然と共存したシードル、ポワレ、ポモー・デュ・ノルマンディーを造っています。蔵元ではこのポワレをお魚料理のときに決
まって飲むそう。食中酒、食後の果物やデザートとも相性良く、アルコール度数も4度程度で、お酒に弱い方にもgood！

ｳﾞｨﾆﾋﾞｵ ｳﾞｨｰﾆｮ･ｳﾞｪﾙﾃﾞ ﾐｶ 2017 2017
ﾛｳﾚｲﾛ60%/ﾄﾚｼｬﾄﾞｩﾗ30%/ｱ

ｻﾙ10% ¥2,200 （+税）

ワイン名 ブドウ品種 通常価格（+税） （※会場受付限定）

ｾﾘｰﾇ･ｴ･ﾛｰﾗﾝ･ﾄﾘﾎﾟｽ　ｸﾚﾏﾝ･ﾄﾞ･ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ ﾌﾞﾘｭｯﾄ ﾅﾁｭｰﾙ 2015 ｼｬﾙﾄﾞﾈ100％ ¥3,700 （+税） ¥3,145 （+税）
（Memo)

マコン地方にあるロシュに本拠を置くドメーヌで,現在11haを耕作しており、家具職人であったローランが始めたドメーヌ。彼自身で植樹を行い1990年にスタートしました。粘土石灰土壌の樹
齢20～25年のシャルドネをステンレスタンクで発酵後、瓶内二次発酵・熟成しました。光り輝くレモンイエローの外観、細やかな泡、イースト香に熟したライムやレモンの香り、厚みのある豊
かなボディにフレッシュな酸と完熟した柑橘果物を感じる味わいです。デゴルジュマン：2017年6月　残糖3g/L ドザージュ：0g/L ／無濾過・無清澄

2017 グルナッシュ100% ¥4,500 （+税） ¥3,825 （+税）
（Memo)

2002年設立。ルーション地方の大スターであり、数々の伝説を築きあげてきたリーダー的存在であるジャン・フランソワ・ニックのワイナリー。フランス最少で最強のローヌの協同組合エステザルグにおいて、それまで99%
が人工培養酵母だった時代に、天然酵母に変えノンフィルター、さらにＳＯ２無添加に成功した自然派の立役者！この赤ワインは除梗するが破砕無しのぶどうを20度で3週間の醸し、古樽で6ヶ月間の熟成させた赤！口
に含んだ瞬間、まるでガメイのような赤いベリーのジャムと熟したチェリーの果実味が美味しい。アラビア語で「グルナッシュ」という名前をエチケットに書いた1本。

ｸﾘｽﾁｬﾝ･ﾋﾞﾈｰﾙ　ｼ ﾄﾞｩｰ ｼ ｸﾞﾙｸﾞﾙ N.V
ミュスカ・ア・プティ・グランとミュスカ・ア・プティ・グ

ラン・ロゼ50％
リースリング25％ オーセロワ15％ゲヴュルツトラ

ミネール10％
¥4,800 （+税） ¥4,080 （+税）

（Memo)

アルザスを代表するトップ生産者。1770年からワイン造りを行っている名門出身。しかし近所の人に変わっていると散々言わても己のスタイルを一貫して守り続けた造り手。無農薬、で過
度なSO2はほとんど使用せず、このキュヴェも10～20年経ったケフェルコフのヴァンダンジュ・タルディヴやセレクション・グルノーブルを主体とした甘口ワインをアッサンブラージュという聞
いたことのないワイン！、ハニーオレンジやマロングラッセの香りを感じさせる素晴らしい1本！

18
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ﾄﾞﾒｰﾇ･ｼﾞｭﾘｱﾝ･ﾋﾟﾉｰ　ｼｭﾌﾞｽﾀﾝｽ 2016 ｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ･ﾌﾞﾗﾝ100％ ¥4,500 （+税） ¥3,825

16
ﾌｫﾘｱｽ･ﾃﾞ･ﾊﾞｺ ｳｨｳﾞｫ ｳﾞｨｰﾆｬｽ･ｳﾞｪｰﾘｬｽ ﾄﾞｳﾛ ﾚｾﾙｳﾞｧ 2012 2012 ﾃｨﾝﾀ･ﾊﾞﾛｯｶ/ﾃｨﾝﾀ･ﾛﾘｽ/

ﾙﾌｨﾃなど20種類以上

（+税）
（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
に2002年に植樹したピノノワールを使用！。やや憂いのある杏色、甘みあるベリーや爽やかなハーブ香はまさに大人のためのアルザス・ピノ！

20 ｸﾘｽﾁｬﾝ･ﾋﾞﾈｰﾙ　ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ ﾋﾝﾃﾙﾍﾞﾙｸﾞ 2015 ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ100％ ¥4,800 （+税） ¥4,080

¥3,180 （+税） ¥2,703 （+税）
（Memo)

幼い時から祖父が畑で作業するのを見ていたティアゴ・サンパイオは、普通の高校に行く傍ら、農業専門校を並行履修し、大学でも栽培・醸造を勉強。その後オレゴンで5年栽培・醸造経験を積み博士
号を取得。この赤はドウロ伝統の混植混醸！標高は500～600m。シマ・コルゴ地区、片岩、花崗岩の石がごろごろある土壌と、土着品種が20品種以上混ざる混植畑の二つの区画から造られる。除梗は
全体の15％程度。一部は4～5日間のマセラシオン、温度管理なしのステンレスタンクで発酵後、新樽率25％のフレンチオークで36ヶ月熟成。

（+税）
（Memo)

15
ﾌﾗｰﾙ･ﾙｰｼﾞｭ VdF ｸﾞﾙﾅｯｼｭ 2017



⑤【(株)稲葉】
No. 国/地域 画像 年号

ﾄﾞｲﾂ

白 ﾓｰｾﾞﾙ

ﾌﾗﾝｽ

赤 ﾗﾝｸﾞﾄﾞｯｸ

ｲﾀﾘｱ

白 ｶﾝﾊﾟｰﾆｬ

ｲﾀﾘｱ

赤 ｳﾞｪﾈﾄ

ｲﾀﾘｱ

赤 ﾋﾟｴﾓﾝﾃ

⑥【ラ・ラングドシェン㈱】 ※ビオワイン（オーガニックワイン）

No. 国/地域 画像 年号

ｱﾒﾘｶ

白 ﾅﾊﾟ/ﾗｻﾞﾌｫｰﾄﾞ

ｱﾒﾘｶ

ﾛｾﾞ ﾅﾊﾟ･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/ﾗｻﾞﾌｫｰﾄﾞ

15％OFF価格（+税）

15％OFF価格（+税）

22

23

ｼｬﾄｰ･ﾄﾞ･ﾗ･ﾈｸﾞﾘ ﾗﾝｸﾞﾄﾞｯｸ ﾗ･ﾌｧﾚｰｽﾞ 2015 2015
シラー/グルナッシュ/

ムールヴェードル ¥4,500 （+税） ¥3,825

ワイン名 ブドウ品種 通常価格（+税） （※会場受付限定）

ｼｭﾛｽ･ﾘｰｻﾞｰ ﾘｰｽﾘﾝｸﾞ ｶﾋﾞﾈｯﾄ ﾄﾛｯｹﾝ 2016 2016 ﾘｰｽﾘﾝｸﾞ100% ¥3,300 （+税） ¥2,805 （+税）
（Memo)

モーゼルで最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」。葡萄は著名な単一畑、ニーダーベルクヘルデン、シュロスベルグ、グ
ラーヒャー・ヒンメルライヒのものを使用。平均樹齢30年、土壌は青色粘板岩（スレート）で標高140mのほぼ完全な南向き斜面。潜在能力の高いリースリング！！

21

ﾙｲｼﾞ･ﾘｹﾞｯﾃｨ　ｳﾞｨｯﾗ･ﾘｹﾞｯﾃｨ
ｳﾞｧﾙﾎﾟﾘﾁｪｯﾗ　ﾘﾊﾟｯｿ D.O.C. ｸﾗｯｼｺ･ｽﾍﾟﾘｵｰﾚ　2015

2015
ｺﾙｳﾞｨｰﾅ、ｺﾙｳﾞｨﾉｰﾈ75％/

ﾛﾝﾃﾞｨﾈｯﾗ15％/
その他の土着品種10％

¥2,500 （+税） ¥2,125

（+税）
（Memo)

カルト的人気を博し、ラングドックのトップ生産者として有名なネグリ。ワイン・アドヴォケイトで94点を獲得したこのファレーズの畑は、ラ・クラープ山塊の南東の丘陵地帯に位置し、砂利が
非常に多い粘土石灰質。完全に熟した葡萄だけを収穫し、その後選果テーブルで2度目の選別を行う。グルナッシュとムールヴェードルの発酵はセメントタンクで、シラーの発酵は木樽。
その後樽にて12ヵ月熟成。濃いルビーレッド、ラズベリーやブラックベリーのアロマの奥にチョコレートを感じさせる、近代ラングドック最高峰の1本と言える出来！

ｳﾞｪｾﾞｰｳﾞｫ (ﾌｧﾙﾈｰｾﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ）
ｸﾞﾚｰｺ･ﾃﾞｨ･ﾄｩｰﾌｫ D.O.C.G. 2016

2016 ｸﾞﾚｰｺ100％ ¥2,700 （+税） ¥2,295 （+税）
（Memo)

火山性土壌から生まれる古代ローマ時代からの銘酒！カンパーニャ州を代表する D. O. C. G. 白ワイン。グレーコは約2,000年前にギリシア人によってもたらされた品種で、名前も「ギリ
シャの」という意味。この土地特有の「トーフォ」と呼ばれる火山灰土壌の影響を受けて、鉱物やミネラルの要素がはっきりと感じられます。色合いは濃い黄色。洋梨、アプリコット、パイナッ
プルの香りに、ふくよかで力強い果実味に、かすかに野性味も感じます。トマトを使ったお料理にも相性◎。グレーコ・ディ・トゥーフォは古代ローマ時代より銘酒と言われていました。

26

27

ワイン名 ブドウ品種 通常価格（+税） （※会場受付限定）

ﾌﾛｯｸﾞｽ･ﾘｰﾌﾟ･ﾜｲﾅﾘｰ ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ･ﾌﾞﾗﾝ ﾗｻﾞﾌｫｰﾄﾞ 2017 2017 ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ･ﾌﾞﾗﾝ100% ¥4,600 （+税） ¥3,910 （+税）

（+税）
（Memo)

禁断の！？リパッソ2回のヴァルポリチェッラ！出来上がったヴァルポリチェッラのワインをアマローネの搾りかすに入れ、再度発酵させる手法を「リパッソ」と呼びます。このワインはそのリ
パッソをなんと！1月末と2月に分けて2回行っています。リパッソによる力強く、スパイシーで複雑な風味だけでなく、全体的に美しくバランスのとれた味わいは絶妙。熟成は全体の50％を
フレンチオークの大樽、残りの50％をフレンチオークのバリックに入れ12ヶ月熟成。

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　"ﾃﾞｨｵﾆｿ"　2006

2006 ﾈｯﾋﾞｵｰﾛ100％ ¥4,800 （+税） ¥4,080 （+税）
（Memo)

12年以上熟成！高級感漂うバルバレスコ・リセルヴァ 2006年！リゼルヴァのために厳選したネッビオーロで造ったワイン。「ディオニソ」は酒の神の名称で、ローマ神話のバッカスに当たり
ます。15％のブドウをアパッシメント（陰干し）し、熟成はステンレスタンクで2ヶ月、その後70hlの樽で30ヶ月、一部数ヶ月だけ225リットルのアメリカンオークとフレンチオーク樽で熟成させた
ワインを後からブレンド。さらにその後、再びステンレスタンクで6ヶ月、瓶熟成6ヶ月。手間と時間をかけて造り上げられた高級バルバレスコです。骨格がありながらソフトである、いわゆる
「サロット・スタイル」が十二分に感じられます。これだけ熟成させたバルバレスコでもこの価格帯でリリースしてくれるワイナリーに感謝！

24

25

2016
ｼﾞﾝﾌｧﾝﾃﾞﾙ78%/
ﾌﾟﾃｨ･ｼﾗｰ20%/

ｶﾘﾆｬﾝ2%
¥5,700 （+税） ¥4,845

（Memo)

フロッグスの爽やかで清涼感の溢れるソーヴィニヨン！パリ・ティスティングでその名を世界に知らしめたスタッグス・リープ・ワインセラーズの従業員第一号として働いていたジョン・ウィリアムス氏が友人
のラリー・ターリーと1981に設立したワイナリー。ジンファンデルが有名な作り手ですが、このソーヴィニヨンもとてもス晴らしいワインです！ステンレスタンクで発酵、熟成し、冷涼感とエレガントさを表現
したスタイル。ナパのワインは濃厚な白も多いのですが、このフロッグスのソーヴィニヨンは、香り高くも、親しみ易い味わいなので、魚介鍋や水炊きなどこれからの季節にお勧め！

ﾌﾛｯｸﾞｽ･ﾘｰﾌﾟ･ﾜｲﾅﾘｰ  ﾋﾟﾝｸ･ﾗ･ｸﾞﾙﾇｲﾕ ﾙｶﾞﾝﾃ 2018 2018
ｶﾘﾆｬﾝ88%/

ｳﾞｧﾙﾃﾞｨｷﾞｴ12% ¥4,000 （+税） ¥3,400 （+税）
（Memo)

フロッグスの超レアワイン！頬をピンクに染めるロゼ！パリ・ティスティングでその名を世界に知らしめたスタッグス・リープ・ワインセラーズの従業員第一号として働いていたジョン・ウィリア
ムス氏が友人のラリー・ターリーと1981年に設立したワイナリー。今回、限りの入荷となりますが、知る人ぞ知るフロッグスのロゼ。初期は100%ヴァルディギエ(ナパ・ガメイ)で造られていま
したが、近年は古木のカリニャン主体のワインです。旨味、爽やかさ、果実味どれをとってもスペシャルなロゼ。ワイナリーではすでに完売し、日本入荷も少ない超限定品です。

（+税）
（Memo)

ジンファンデルと言ったらエレガントなフロッグス！1981年にセント・ヘレナでワイナリーを設立し、パリ・ティスティングでその名を世界に知らしめたフロッグ・リープ。2012年ヴィンテージより遂に最高銘醸
地ラザフォードに自社畑を所有した新たなるステージへと邁進しています！濃厚で糖分を残したジンファンデルのスタイルとは違い、洗練され、気品を共った期待を裏切らないクオリティ。シナモン、ブ
ラックベリー、キイチゴなどの果実のアロマに、ミントや黒系スパイスなどの味わいとスケールのある骨格を感じます！今回、待望の2016年ヴィンテージが限定入荷しました！

ﾌﾛｯｸﾞｽ･ﾘｰﾌﾟ･ﾜｲﾅﾘｰ ﾒﾙﾛｰ ﾗｻﾞﾌｫｰﾄﾞ 2016 2016
ﾒﾙﾛｰ91%/

ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ9% ¥6,500 （+税） ¥5,525 （+税）
（Memo)

フロッグスのシンボル！最高のバランスを持ったメルロー！カリフォルニア有機栽培の先駆者。生産量は10年前と変わらぬ6,0000ケース。ワインは自然の産物を哲学にテロワールが優し
く表現されています。 フロッグス・リープのワインの最も大きな特徴としてアルコール濃度が決して14％を超える事が無い点が挙げられます。メルローはワイナリーの心の品種。魅力的な
ハーブの香り、しなやかで味わいを支えるタンニンはいつでもそっと寄り添い決して主張しません。チョコレートのニュアンスが堪らない、フロッグスのシンボルワインです。

28
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ﾌﾛｯｸﾞｽ･ﾘｰﾌﾟ･ﾜｲﾅﾘｰ ｼﾞﾝﾌｧﾝﾃﾞﾙ ﾅﾊﾟ･ｳﾞｧﾚｰ 2016



⑦【 ㈱アストル】
No. 国/地域 画像 年号

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

赤 ﾎﾞﾙﾄﾞｰ

ﾌﾗﾝｽ

甘白 ﾎﾞﾙﾄﾞｰ

⑧【㈱ラヴニール】 ※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
泡白 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

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）

2017
ﾊﾟﾝｻ･ﾌﾞﾗﾝｶ

（＝ﾁｬﾚｯﾛ）100％ ¥2,400 （+税） ¥2,040

¥4,165

ｼｬﾄｰ･ｻﾝﾄ･ﾘｭｽ･ﾍﾞﾙｳﾞｭ 2003 2003 ﾒﾙﾛｰ100% ¥3,900 （+税） ¥3,315 （+税）
（Memo)

シャトーはボルドー右岸のブライ地区、対岸にサンジュリアン村を眺める風光明媚な丘陵地に位置しています。ブライの地は大西洋からジロンド河を遡上する風が通年吹き込む場所で、こ
の風がカビ系の病害に対して抑制効果を発揮しており、自然農法へ有効な地の利を得ています。2003年は今がちょうど飲み頃。きめ細やかなメルローらしい口当たりでエレガントな熟成
感を帯びています。

30

33 ｼｬﾄｰ･ﾗﾝｺﾞｱ･ﾊﾞﾙﾄﾝ 2006 2006
ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ72%/

ﾒﾙﾛｰ25%/
ｶﾍﾞﾙﾈ･ﾌﾗﾝ3%

¥12,000 （+税） ¥10,200

（Memo)

オー・メドック・アヴァンサン村にあるクリュ・ブルジョワ・シュペリュール。古くから高い評価を得ていたシャトーですが、90年代にオーナーが代わり、セラーの修復、新樽比率の引き上げ、選
別の厳格化・セカンドワインの導入、総合的な優れた運営に着手し品質が劇的に向上。時には格付けシャトーを凌ぐ評価を得るまでに。2005年のボルドーはグレート・ヴィンテージ。パワ
フルで凝縮感のある果実味に熟成によるまろやかさと複雑みがあり、今がちょうど飲み頃を迎えています。

ｼｬﾄｰ･ﾄﾞ･ﾐﾙﾘ 2010 2010
ﾒﾙﾛｰ50%/

ｶﾍﾞﾙﾈ･ﾌﾗﾝ50% ¥8,000 （+税） ¥6,800 （+税）
（Memo)

1942年にシャトー・フィジャックのマノンクール家によって買い取られたシャトー。畑はわずか1ヘクタールのみ、年間生産本数わずか約4500本。通常はマノンクール家が訪問客や接待用に
使用される門外不出のワイン。インポーターさんがフィジャックを訪問した際に特別に少量だけわけてもらった大変貴重なワイン。コンクリートタンクとステンレスタンクにて醸造。バリック
（新樽10%）にて15か月熟成。シャトー・フィジャックと同じスタッフによって醸造されています。味わいはフィジャックを少し柔らかくした感じ。優良年2010年の秘蔵ワインを是非！

31
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ｼｬﾄｰ･ｼﾄﾗﾝ 2005 2005 ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ50%/
ﾒﾙﾛｰ50% ¥4,900 （+税）

2016 ﾁｬﾚｯﾛ100％ ¥4,200 （+税） ¥3,570 （+税）
（Memo)

栽培、醸造ともに完全に自然な造りを追求するホセ・マリアが当初より持っていた哲学を実現するために造りあげたワイナリー。有機栽培で認められている硫黄や銅すらも使用しなで栽培
する為、地元の大学と共同で病気に耐性のあるブドウの樹をセレクション・マサルで開発。このカヴァは2006年にスペインで初めてSO2を一切添加せずに造られました！ドサージュゼロの
純粋で優しい味わい。キメ細かい泡、洋ナシや白花の香り。軽やかで品のあるミネラル感が魅力です。

ｱﾙﾀ･ｱﾚｰﾘｬ ﾊﾟﾝｻ･ﾌﾞﾗﾝｶ 2017　

（Memo)

サン・ジュリアンにあるメドック公式格付け第三級シャトー。1821年からバルトン家が所有し、最も古くから所有者が変わっていない歴史あるシャトー。第二級のレオヴィル・バルトンとは所
有者が同じであるだけではなく、施設も醸造方法も同じ。畑も隣接し、ジロンド河を見下ろすメドックで最も美しいと言われる場所に位置。ワインは凝縮感があり、タンニンが豊富で長期熟
成向き。10～20年熟成させると、タンニンが薄れ、複雑なブーケ、上品なフルーティーさが表れ、とてもバランスの良い味わいに。2006年はPP89点、飲み頃を迎えたばかりです。

ｼｬﾄｰ･ﾄﾞ･ﾏﾙ 1998

（+税）
（Memo)

アルタ・アレーリャはバルセロナから最も近いワイン産地、D.O.アレーリャにて都会派？の自然派ワインを造る生産者。海岸から競り上がるような斜面にブドウが植えられる様は壮観！バ
ルセロナ近郊の避暑地で都会的な雰囲気の中にありながら、アレーリャは自然保護地区に指定されています。環境に恵まれ自然なぶどう栽培(BIO)にこだわり、テロワールに根ざしたワ
イン造りを行っています。透明に輝き、レモンやメロンの風味、とても新鮮な味わいで、まるでミネラルウォーターの飲んでいるかのよう！

36

ｱﾙﾀ･ｱﾚｰﾘｬ ｶﾞﾙﾅｯﾁｬ ｵｰｶﾞﾆｯｸ･ﾚｯﾄﾞ･ﾜｲﾝ　2017 2017 ｶﾞﾙﾅｯﾁｬ100％ ¥2,400 （+税） ¥2,040 （+税）
（Memo)

アルタ・アレーリャはバルセロナから最も近いワイン産地、D.O.アレーリャにて都会派？の自然派ワインを造る生産者。海岸から競り上がるような斜面にブドウが植えられる様は壮観！バ
ルセロナ近郊の避暑地で都会的な雰囲気の中にありながら、アレーリャは自然保護地区に指定されています。環境に恵まれ自然なぶどう栽培(BIO)こだわり、テロワールに根ざしたワイン
造りを行っています。紫がかったルビー色、スミレやチェリーの香り。フレッシュ感のある果実味で純粋な味わい！軽く1本は空けてしまいそう。

ｱﾙﾀ･ｱﾚｰﾘｬ ﾊﾟﾙｳﾞｭｽ･ｼｬﾙﾄﾞﾈ 2017 2017

35

ワイン名 ブドウ品種 通常価格（+税） （※会場受付限定）

ｾﾚｰﾙ･ﾃﾞ･ﾚｽ･ｱｳｽ ﾌﾞﾙｱﾝ･ﾌﾞﾙｯﾄ･ﾅﾄｩｰﾚ 2016

37

1998
ｾﾐﾖﾝ70%/ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ･ﾌﾞﾗﾝ

27%/ﾐｭｽｶﾃﾞﾙ3% ¥6,500 （+税） ¥5,525 （+税）
（Memo)

ソーテルヌ公式格付け第2級シャトー。シャトー名の由来でもあるボルドー地方の議長を務め、ジャック・ド・マルの子孫でもあるブルナゼル家が所有、管理しています。シャトーはフランス
の歴史的建造物にも認定されている美しく壮大な城館。ファルグとプレニャックに28ヘクタールの畑を所有。伝統的なソーテルヌの製法を守りつつもコンピュター管理など新しい技術も取り
入れています。飴色がかった艶のある黄金色。リンゴや桃、パイナップルなど多様な果実の凝縮した風味。20年熟成された極上の甘美で上品なソーテルヌをご堪能ください。

ｼｬﾙﾄﾞﾈ100％

34

（Memo)

アルタ・アレーリャはバルセロナから最も近いワイン産地、D.O.アレーリャにて都会派？の自然派ワインを造る生産者。海岸から競り上がるような斜面にブドウが植えられる様は壮観！バ
ルセロナ近郊の避暑地で都会的な雰囲気の中にありながら、アレーリャは自然保護地区に指定されています。環境に恵まれ自然なぶどう栽培(BIO)にこだわり、テロワールに根ざしたワ
イン造りを行っています。アリエ産の樽にて4か月熟成。レモン、レモンピール、カリンなどの透明感のある果実味にヘーゼルナッツなどの香ばしさが重なります。

38

¥2,600 （+税） ¥2,210 （+税）



⑨【㈱ラック・コーポレーション】
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 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

⑩【㈱中川ワイン】
No. 国/地域 画像 年号

ｱﾒﾘｶ
白 ｿﾉﾏ/ﾛｼｱﾝ･ﾘｳﾞｧｰ･ｳﾞｧﾚｰ

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

15％OFF価格（+税）

15％OFF価格（+税）

（Memo)

泣く子も黙るブルゴーニュで最も偉大な生産者。１９９４年から単独経営を行っていた当主アンヌ・クロード・ルフレーヴ女史が２０１５年４月に他界された。ドメーヌ・ルロワのラルー・ビーズ
と並びフランスワインを象徴する女傑の一人として名を馳せた彼女の死はワイン業界に衝撃を与えた。世界一と称されるドメーヌ・ルフレーヴが新天地マコンで生み出す最高の１本。フ
レッシュ・フルーツや白い花々を連想させる美しいアロマ。ルフレーヴの世界観を楽しめるワイン！!

ﾏﾙｸ･ｺﾗﾝ ｻﾝ･ﾄｰﾊﾞﾝ 1ER CRU ｽｰ･ﾛｯｼｭ･ﾃﾞｭﾒｲ 2015 2015 ｼｬﾙﾄﾞﾈ100% ¥7,100 （+税） ¥6,035 （+税）
（Memo)

ピュリニーやシャサーニュの影に隠れがちだが、素晴らしいワインを生み出すサン・トーバン村。この地で最も偉大なドメーヌの一つがマルク・コラン。1944年生まれのマルクは1970年、26
歳の時にドメーヌを創設。現在はネゴシアン含め26のアペラシオンを造り、ブルゴーニュ最高の白ワインを生み出している。マルクは2000年代前半に完全に引退し、現在、三男のダミアン
が当主となり指揮を然る。スー・ロッシュ・デュメイはサン・トーバン村上部の真南を向いた1級畑。鉱物的なミネラル感と果実のバランスが見事な1本！

39

40

ワイン名 ブドウ品種 通常価格（+税） （※会場受付限定）

ﾙﾌﾚｰｳﾞ ﾏｺﾝ･ｳﾞｪﾙｾﾞ 2015 2015 ｼｬﾙﾄﾞﾈ100% ¥5,000 （+税） ¥4,250 （+税）

（Memo)

黄金色に輝く、気品溢れる贅沢なシャルドネ！ダックホーンが、ゴールデン・アイ・ブランドを立ち上げた際に、セカンド・ワイン的存在としてスタートしましたが、ソノマの偉大さに魅了され、独立したブラン
ド。マイグレーションとは、日本語で群鳥の移動、旅立ちなどを意味します。「旅立ち」の贈り物としても最適なワインです。ナパに比べると、エレガントで強すぎないのですが、しっかりとナッツのような香
ばしい樽のニュアンスと果実味が長い余韻として続きます！ダックホーンの名前としてでなく、上品で気品溢れる味わいとして、一押しです！ANA北米線ファーストクラス搭載！

43

（+税）
（Memo)

１９８７年設立。ニュイ･サン・ジョルジュ（プリモー・プリッセ村）に本拠地を置き、新参者ながら、プリモー村議長を20年、村長を7年務めた人格者がベルトラン・アンブロワーズ。90年代にパ
ワフルなワインのつくり手として全米を初め世界で一躍注目を集めていたが、スタイルを一新。樽香が抑えられたことによって、バランスとエレガントさも備えたものに変わりました。果実味
の凝縮感に溢れるスタイルは従来どおり。希少な2015ヴィンテージが数量限定入荷！

ﾌｨﾘｯﾌﾟ ﾙｸﾚｰﾙ　ｼｬﾝﾎﾞｰﾙ･ﾐｭｼﾞﾆｰ ﾚ･ﾊﾞﾋﾞﾚｰﾙ　2015 2015 ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ100% ¥8,800 （+税） ¥7,480 （+税）
（Memo)

1900年前半頃から代々畑は受け継がれてきていましたが、1974年に長男のフィリップ・レクレール氏が同ドメーヌ名でスタートしました。レ・バビエールはシャンボール・ミュジニーの1級畑
レ・シャルムに近く、日当たり良好な好ロケーションに位置する畑です。ジュヴレ・シャンベルタンを本拠地にしている為、このシャンボール・ミュジニーからは年間わずかな量しか産出され
ません。しかも希少な2015年！果実の厚みが感じられ、タンニンはよく溶け込まれており、フィリップ・ルクレールの中では最もエレガントさが表れたワイン!

41

42

ﾍﾞﾙﾄﾗﾝ･ｱﾝﾌﾞﾛﾜｰｽﾞ ｳﾞｰｼﾞｮ ﾌﾟﾙﾐｴ･ｸﾘｭ　ﾚ ｸﾗ2015 2015 ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ100% ¥9,500 （+税） ¥8,075

45

ﾊﾟﾙﾒｲﾔｰ･ｼﾞｪｲｿﾝ･ｼｬﾙﾄﾞﾈ 2015 2015 ｼｬﾙﾄﾞﾈ100% ¥8,500 （+税） ¥7,225

ワイン名 ブドウ品種 通常価格（+税） （※会場受付限定）

ﾏｲｸﾞﾚｰｼｮﾝ ｼｬﾙﾄﾞﾈ 2015 2015 ｼｬﾙﾄﾞﾈ100% ¥4,400 （+税） ¥3,740 （+税）

（+税）
（Memo)

パルメイヤーのセカンド・キュヴェのジェイソン！映画『ディスクロージャー』でシャルドネが登場して一躍有名になったワイナリー。今では、キスラー、コングスガード、オーベールなどと並ぶカリフォルニ
アのシャルドネの四天王。ナパとソノマの自社畑と、リッチー・ヴィンヤードなどの高級買いブドウをブレンドした贅沢品。アカシアの蜂蜜のような香り、しっかりと濃厚な果実味、上品で心地よいオークの
感じ、クリスピーな後味と長い余韻･･･。パルメイヤーのスタイルがたっぷり堪能できます。カリフォルニアの果実味とエレガントな酸を感じるバランスに優れたシャルドネです！

ﾋﾟｴﾄﾞﾗｻｯｼ ﾋﾟｰｴｽ･ｼﾗｰ ｻﾝﾀ･ﾊﾞｰﾊﾞﾗ 2017 2017 ｼﾗｰ100% ¥4,000 （+税） ¥3,400 （+税）
（Memo)

人気ワインメーカー「サシ・ムーア」のエレガントシラー！今,トレンドとなっている「NEW CALIFORNIA」の中でとても注目を集める生産者。ドメーヌ・ラ・コートやオレゴンのセブン・スプリングスで注目されて
いるサシ・ムーア夫妻とワシントンDCでシェフ兼プリデューサーのピーター・パスタン夫妻によって設立。サシは1996年からサンタ・バーバラでワインを造り始めます。「PS」はワイナリーの入門ワインの
位置づけでサンタ・バーバラの優良な畑の若木をメインに使います。優しい抽出、まろやかで飲みやすい適度な果実の凝縮感。フレンチスタイルのワインです。

¥2,975 （+税）

44

46
ｲｰﾀｰ ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ ﾅﾊﾟ･ｳﾞｧﾚｰ 2017 2017 ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ

\3,800
→\3,500 （+税）

ｱﾘﾙ ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ ﾅﾊﾟ･ｳﾞｧﾚｰ 2014 2014 ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ92%/
ﾌﾟﾃｨ･ｼﾗｰ8% ¥8,500 （+税）

47
¥7,225 （+税）

（Memo)

販売価格を上回るクオリティ！完成に近いカベルネ！ハーモン＆ジョアンヌ・ブラウン夫妻によって2008年に設立。ハーモン氏は、ナパの名門スポッツウッドの社長も務めていたのですが、自身のワイナリーを設立する
にあたり独立。ワインメーカーは、今をときめくアレン・ジョーダン。ナパの北に位置するカリストーガの濃厚なブドウを用いて、寒暖差もある同地のテロワールを表現。３年連続で良い出来のカベルネは、天候にも恵ま
れ、ナパらしい凝縮感に樽のニュアンスを程よく感じ、口中にゆっくりと広がる感じは、数万円のカベルネに匹敵するします。アリルは生産終了している為、ワイナリーストックを日本での特別な販売です！

（Memo)

日本新規導入ワイナリー！濃厚カベルネの決定版！「イーター」はラテン語で、道を辿る、旅路を意味します。イタリア出身のワインメーカーが、ナパ・ヴァレーの限りない可能性を追求するひとつの旅路としてスタートし
ました。高騰するナパ・カベの価格ですが、長年の経験と人脈により、そのヴィンテージ毎に最適な味わいと適切な価格の葡萄を調達し、ボリュームがありながらも食事に適するワインを造ります。ブラックベリーやプラム
のようなエレガントなアロマ。舌触りはとてもスムースでココアのようなコクもあります。ナパ・ヴァレーの特徴が最大限にでた濃厚カベルネです！



⑪【㈱ラフィネ】 ※自然派ワイン（ナチュラルワイン）

No. 国/地域 画像 年号

南ｱﾌﾘｶ

泡ﾛｾﾞ ﾌﾗﾝｼｭｯｸ

南ｱﾌﾘｶ

白 ｽﾜｰﾄﾗﾝﾄﾞ

南ｱﾌﾘｶ

白 ｹｰﾌﾟ･ﾀｳﾝ

南ｱﾌﾘｶ

赤 ｽﾜｰﾄﾗﾝﾄﾞ

南ｱﾌﾘｶ

赤 ｳｫｰｶｰﾍﾞｲ

⑫【㈱スマイル】
No. 国/地域 画像 年号

ﾁﾘ　

白 ｶｻﾌﾞﾗﾝｶ･ｳﾞｧﾚｰ

ﾁﾘ　

赤 ﾘﾏﾘ･ｳﾞｧﾚｰ

ﾁﾘ　

赤 ﾏｲﾎﾟ･ｳﾞｧﾚｰ

ﾁﾘ　

赤 ｶｻﾌﾞﾗﾝｶ･ｳﾞｧﾚｰ

15％OFF価格（+税）

15％OFF価格（+税）

（Memo)

1993年に創業したコノスル。革新的である事をポリシーとして、有機栽培やスクリューキャップなどを世界に先駆けて導入したワイナリー。そのコノスル社の高級限
定20バレル・シリーズ。レモンやライムの豊かな酸味と、樽熟成によるコクのあるボディが絶妙のバランス。焼いたパイナップルやマーマレード、南国のフルーツも
感じさせます。ブルゴーニュの5,000円台のワインと肩を並べるコストパフォーマンスに優れたシャルドネです！!エッグタンク・樽熟成で8ヶ月。

（+税） ¥6,800

（+税）
（Memo)

チリで最初にヴィオニエやゲヴェルツトラミネールを植え、販売した革新的なワイナリー“コノスル”。フランス・ローヌのようなエレガントさを見事に再現しているかの
ような、素晴らしい味わい。ブラックベリー、プラムの香りと味わいにスパイスのニュアンス。フルボディでクリーミー。長く力強いチョコレートのような余韻が最高に
◎。樽熟１６カ月＋ステンレスタンクで１カ月熟成。

ｺﾉｽﾙ･20ﾊﾞﾚﾙ･ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ　2016 2016 ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ

（+税） ¥2,261

56

\2,800
→\2,660 （+税） ¥2,261 （+税）

（Memo)

コンチャイ・トロの新たなるワイン事業として生まれたコノスル。革新的である事をポリシーとして、有機栽培やスクリューキャップなどを世界に先駆けて導入。この20
バレルシリーズは素晴らしい畑を用いて、20樽限定で造ったのが始まり。ベリー系やプラムなどの凝縮濃があり、杉や丁子などのカベルネらしい香りもあり、余韻も
長く２千円台とは思えない高級感が漂います。樽熟成17ヶ月ステンレスタンクで1ヶ月熟成。

55

（+税）
（Memo)

様々なチャレンジ精神で、瞬く間にチリを代表するワイナリーとなったコノスル社。このオシオはブルゴーニュのドメーヌ・ジャック・プリウールの協力を得て造られたチリ最高の超プレミア
ム・ピノ・ノワール！ブラックチェリー、カシス、ラズベリーの凝縮された果実の香りにすみれの花、紅茶、トリュフのニュアンス。クローブやチョコレートのような甘い香りも・・・。フレンチオー
クで12ヶ月熟成。ブラインドでお出しするとチリとは答えられないくらい秀逸なピノ・ノワール！バイヤーイチオシです！

（+税） ¥2,261 （+税）

54
ｺﾉｽﾙ　20ﾊﾞﾚﾙ　ｼﾗｰ　2017

ｺﾉｽﾙ･ｼｬﾙﾄﾞﾈ･20ﾊﾞﾚﾙ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ･ｴﾃﾞｨｼｮﾝ　2018 2018 ｼｬﾙﾄﾞﾈ100％ \2,800
→\2,660

ｺﾉｽﾙ　ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ　ｵｼｵ　2015 2015 ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ100％ ¥8,000

2017 ｼﾗｰ \2,800
→\2,660

53

52
ｴﾚﾒﾝﾀﾙ･ﾎﾞﾌﾞ ﾚﾄﾛ･ｼﾘｰｽﾞ ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ 2016

ワイン名 ブドウ品種 通常価格（+税） （※会場受付限定）

ｺﾙﾏﾝ ﾒｿｯﾄﾞ･ｷｬｯﾌﾟ･ｸﾗｼｯｸ･ﾌﾞﾘｭｯﾄ･ﾛｾﾞ NV N.V
ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ75%/

ｼｬﾙﾄﾞﾈ25% ¥3,300 （+税） ¥2,805 （+税）
（Memo)

ベルギーで石の製造業を営んでいたジャン・フィリップが南アフリカを訪れて美しいフランシュック・ヴァレーに心を奪われたと同時に、今後の数世代に渡って営めるビジネスに転換していく
時期だと確信し、2005年に設立されたワイナリー。前ヴィンテージのリザーヴワインを15％使用、ベースワインの15％が樽発酵され、心地よい旨味が生まれます。14℃で最低24か月間熟
成後、デゴルジュマン。フローラルさと共にいちごやレッドカラントの繊細な香りがあります。

48

ｻｳﾞｪｰｼﾞ･ﾜｲﾝｽﾞ ｻｳﾞｪｰｼﾞ･ﾎﾜｲﾄ 2017 2017
ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ･ﾌﾞﾗﾝ45%/

ｾﾐﾖﾝ35%/
ｼｭﾅﾝ･ﾌﾞﾗﾝ20%

¥4,800 （+税） ¥4,080 （+税）
（Memo)

ケープポイント・ヴィンヤーズの醸造長としてその名を馳せたダンカン・サヴェージが満を持して立ち上げた自身のワイナリーです。海洋性気候や標高にこだわり、自身でケープ・ワインランドの隅から隅
まで畑を求め歩き、その地域、畑に根差したワインを作り上げるべく探求心を惜しみません。このワインは革新的な生産者が多い南アフリカらしいブレンド。フローラルな香りの後から焼きリンゴ、オレン
ジの花、オレンジの皮などのニュアンスが複雑に絡み合います。ミネラルとフルーティーさのバランスが心地よいワインです。50～60%程マロラクティック発酵。

ｴｰ･ｴｰ･ﾊﾞｰﾃﾞﾝﾎｰｽﾄ ｹｲｼﾞ･ｼｭﾅﾝ･ﾌﾞﾗﾝ 2017 2017

2016

49

50

ﾋﾟﾉ･ﾀｰｼﾞｭ100% ¥4,000 （+税）

ワイン名 ブドウ品種 通常価格（+税）

ｼｭﾅﾝ･ﾌﾞﾗﾝ100% ¥3,500 （+税） ¥2,975

（+税）
（Memo)

非の打ち所がないパーフェクトなピノタージュ！2013年ティナス・クルーガー氏によって設立。南ア最古のワイナリーの一つ「ボッシェンダル」で12年間赤ワイン部門の醸造長を務めたのち独立。初リリースから有名評論
家から高評価を得て、海外にも輸出されるほど注目を浴びます。オリファンツ・リヴァーにある究極の畑と呼ばれるスカーフバーグ畑のブドウを使用。透明感や繊細さがあり、濃い果実味と親しみやすさを持つ、ピノター
ジュの真骨頂が表現されています。日本人が好む繊細味わいはこの品種の特徴。名前はノルウェーの木造探検船 「 フラム号 」 が由来。

51 ﾌﾗﾑ ﾋﾟﾉ･ﾀｰｼﾞｭ 2016

2016 ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ100% ¥3,800 （+税） ¥3,230 （+税）
（Memo)

南アの若きサラブレッドが作る、ナチュラルワイン！2004年のエレゼンバーグ醸造大学時代から自らのワイン作りを行う若き当主クレイグ・シェアード。近代醸造を学びつつも、自らの醸造はいたってｼﾝ
ﾌﾟﾙ。「ワインを造るのはブドウ自信」というモットーがあり、毎年違う品種を醸造しており、同じものはありません。更に各キュヴェ多くても1000本ほどしかリリースしません。明るい果実とハーブのような清
涼感を伴った心地良い香り、スパイシーな香ばしさも合わせ持つ、まさに唯一無二のワイン。ラベルも自身でデザイン。「ワイン造りはアート」と捉えるクリエティブな注目生産者！

（※会場受付限定）

¥3,400

（+税）
（Memo)

南ア初の日本人生産者！ケイジワイン初リリース！バーデンホーストのセラーを使って、佐藤圭史氏が造ったワインが初めての入荷！ケイジさんは大学時代をオレゴンで過ごし、ワインに出会います。
一旦会社勤めをしたものの20代後半で一念発起し飲食業に転身。渋谷でオレゴンワインに特化したワインバーを始めます。ある日、南アフリカワインを飲み、頭をぶん殴られたような衝撃に受け、すっ
かり虜に。師匠であるバーデンホーストのアディと意気投合し、ワイン造りを経験。2017年念願の自身のキュヴェを完成させました。ピチピチとフレッシュでいて果実味と旨味溢れるワインです。



⑬【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 ﾛﾜｰﾙ

ﾌﾗﾝｽ

赤 ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ

ｲﾀﾘｱ

白 ﾋﾟｴﾓﾝﾃ

ｲﾀﾘｱ

赤 ｼﾁﾘｱ

ｲﾀﾘｱ

赤 ｼﾁﾘｱ

⑭【㈱トレジャーフロムネイチャー】 ※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

ｵﾚﾝｼﾞ泡 ｴﾐﾘｱ=ﾛﾏｰﾆｬ

ｲﾀﾘｱ

ｵﾚﾝｼﾞ ｼﾁﾘｱ

ｲﾀﾘｱ

ﾛｾﾞ ｶﾗﾌﾞﾘｱ

ｲﾀﾘｱ

赤 ﾄｽｶｰﾅ

ｲﾀﾘｱ

赤 ｼﾁﾘｱ

15％OFF価格（+税）

15％OFF価格（+税）

57

58

（+税）
（Memo)

なんとあの『マルセル・ダイス』のリースリングを・・・！？バローロ村の代表的造り手のヴァイラが造る革新的リースリング。友人であるマルセル・ダイスの畑から無作為に選んだリースリン
グを植樹。ダイスはオリジナルの色々なクローンのリースリングを混植することによってワインが複雑になると認識していて、これと同じ考えを持つアルドはドイツのクローンも混植してい
る。若いうちは果実が中心だが熟成してこそ本領を発揮。もちろん今飲んでも普通ではない美味しさが伝わってきます。バイヤーおすすめ！

（※会場受付限定）

 ｶﾄﾘｰﾇ･ｴ･ﾋﾟｴｰﾙ･ﾌﾞﾙﾄﾝ ｳﾞｰｳﾞﾚｲ･ﾌﾞﾘｭｯﾄ N.V ｼｭﾅﾝﾌﾞﾗﾝ
\3,400

→\3,300
（+税） ¥2,805 （+税）

（Memo)

カトリーヌとピエールのブルトン夫妻は家族の畑を引き継いで1985年にドメーヌを創立。テロワールの特性を最大限表現するワインを目指して1990年からビオロジックを導入し、1996年か
らビオディナミに移行。 現在はロワール自然派グループの中心人物です。あくまで自然に、滑らかに仕上げられたこのブリュットは、シュナン・ブランの柔らかい果実味と、ブドウの高いポ
テンシャルを感じるクリアな味わい。瓶内2次発酵の実力派で、ダレるような甘さはなく、食中酒にも〇。ブドウ本来の味わいが楽し。※抜栓時拭き漏れ注意

ワイン名 ブドウ品種 通常価格（+税）

（+税）
（Memo)

バイヤーと店長が試飲して共に頬を緩ませたACブルがこの1本！ニュイ・サン・ジョルジュで代々続く伝統的なドメーヌ。１９９３年父から息子へ受け告がれ伝統と自身の哲学を融合させた
愛情溢れるワインをリリースしている。なんとN・S・G村とヴォーヌ・ロマネ村の樹齢４０～５０年の古木を使用。いずれも東か南東向き。１００％除梗し天然酵母で１８日間低温浸漬。１５ヶ月
樽熟成（新樽２０％)完熟した滑らかな質感と穏やかなアロマが◎！2015年の果実味とニュイの酸味がたまらない！ブルゴーニュの底力を感じさせる１本！

（Memo)

クラシック音楽が奏でる軽快な癒しのフラッパート！「ジュスト・オキピンティ」「ジャンバティスタ・チリア」「チリノ・ストラノ」の3人により創業。ワイナリー名は3人の頭文字をとって 「  C. O. S」。ボルドー液さえも使用しない
完全無農薬栽培かつビオディナミ栽培を実践し、醸造も古代のワイン造りを目指してバリックやステンレスタンクを排除し、アンフォラとセメントタンクを使用。人間が狙って造る味ではなく、自然な計算できない複雑さが彼
らのワインの魅力。軽快な魅力を持つシチリアの黒ブドウ「フラッパート」を50％はアンフォラで、残りはセメントタンクで熟成。無濾過。クラシック音楽を聴かせながら熟成されることで感情豊かな個性的なワインに仕上
がっているようです･･･♪

ｼﾞﾛｰﾗﾓ･ﾙｯｿ　ｴﾄﾅ　D.O.C. ﾛｯｿ　ｱ･ﾘﾅ　2016 2016
ﾈﾚｯﾛ･ﾏｽｶﾚｰｾﾞ94％/

ﾈﾚｯﾛ･ｶﾌﾟｯﾁｮ6％ ¥3,900 （+税） ¥3,315 （+税）
（Memo)

エトナ火山から生まれる完成度高いエトナ・ロッソ！現当主ジュゼッペ氏は2003年にワイナリーを引き継ぎ、厳しい基準をクリアした有機農法を取り入れ、古いものと新しいものの調和をは
かりながら新しい時代に突入。ワイン造りは良き友人でもあるフランク・コーネッリッセンの影響を受けつつも、ミクロクリマの研究、畑ごとの醸造などにこだわり独自のスタイルを追求。エト
ナの火山性土壌の個性を十分に表現し、落ち着きある完成度の高いワインとなっています。

60

61

ｺｽ　ﾌﾗｯﾊﾟｰﾄ　ﾃｯﾚ･ｼﾁﾘｱｰﾈ　I.G.T. 2016 2016 ﾌﾗｯﾊﾟｰﾄ100％ ¥2,550

通常価格（+税） （※会場受付限定）
ｸｱﾙﾃｨﾁｪｯﾛ　ﾃﾞｽﾋﾟﾅ
ｳﾞｨｰﾉ･ﾌﾘｯﾂｧﾝﾃ　ﾏﾙｳﾞｧｼﾞｱ･ｴﾐﾘｱ　I.G.P. 2017

2017 ﾏﾙｳﾞｧｼﾞｱ・ﾃﾞｨ・
ｶﾝﾃﾞｨｱ・ｱﾛﾏﾃｨｶ　100％ ¥2,800 （+税） ¥2,380 （+税）

ｶﾀﾗｯﾄ100％ ¥3,300

59

ｼﾞｪﾛｰﾑ･ｼｪｿﾞｰ ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ・ﾋﾟﾉ・ﾉﾜｰﾙ 2015 ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ
\3,400

→\2,980 （+税） ¥2,533

62

（+税）

G.D.ｳﾞｧｲﾗ　ﾗﾝｹﾞ　D.O.C. ﾋﾞｱﾝｺ　ﾘｰｽﾘﾝｸﾞ　2016 2016 ﾘｰｽﾘﾝｸﾞ100％ ¥4,800 （+税） ¥4,080

（Memo)

旨みたっ～ぷりのオレンジ微発泡！マルヴァジア・ディ・カンディア種をステンレスタンクで3日間マセラシオンすることで品種独特のアロマティックでグリップのあるタンニンを感じます。シャ
ンパーニュとは違い、リキュールを添加せずにブドウの持つ糖分と酵母のみで、王冠で打栓をしてボトル内で発酵を完了させるメトｰド・アンセストラル方式。自然な形での発酵なのでやさ
しい微発泡に仕上がります。無濾過。ワイン名はモーツァルトのオペラ「コジ・ファン・トゥッテ」の登場人物から。

65 ｸﾞｱｰﾄﾞ・ｱﾙ・ﾒﾛ　ｱﾝﾃｨｯﾛ　ﾎﾞﾙｹﾞﾘ D.O.C. 2016 2016
ｻﾝｼﾞｮｳﾞｪｰｾﾞ50%/ｶﾍﾞﾙﾈ・

ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ25%/ﾌﾟﾃｨ・ｳﾞｪﾙﾄﾞ
25%

¥2,800 （+税） ¥2,380

（+税）
（Memo)

エレガント系シチリアのオレンジワイン！シチリアの自然派生産者。自然酵母で発酵させ、ナチュラルな造りをするので、シチリアワインの通常のイメージ「太陽の恵みたっぷりな濃厚ワイ
ン」ではなく、彼らのワインはまったく暑苦しくなくエレガント。シチリアで最も多く栽培されている品種カタラットを、ありのまま自然に表現しています。杏を思わせる香りに、カタラット特有の
ラベンダーの香りと少しオリエンタルな雰囲気を持っています。ビターな苦味もオレンジワインらしい！

ﾃﾇｰﾀ・ﾃﾞﾙ・ｺﾝﾃ　ﾁﾛ　D.O.C. ﾛｻﾞｰﾄ　2016 2016 ｶﾞﾘｵｯﾎﾟ100％ ¥3,500 （+税） ¥2,975 （+税）
（Memo)

ロゼとは思えない！？極上の充実感！『チロ』はカラブリア州で最も有名な呼称。赤とロゼはこのガリオッポで造られる抒情的なワイン。自然派生産者のﾃﾇｰﾀ・ﾃﾞﾙ・ｺﾝﾃのﾜｲﾝを飲んだ
人々が口を揃えて特に褒め称えるのがこのﾛｻﾞｰﾄ！遅摘みﾌﾞﾄﾞｳで仕込まれるこのﾛｾﾞは黒糖や杏、干しブドウを想わせる果実味とﾀﾝﾆﾝが溶け合う魅惑的な味わいです。

63

64

ﾛﾝｶﾞﾘｺ　ﾉｽﾄﾗｰﾚ ﾋﾞｱﾝｺ　ﾃｯﾚ･ｼﾁﾘｱｰﾈ I.G.P. 2016 2016

（Memo)

ボルゲリらしい樽熟スーパートスカーナ・ブレンド！サッシカイアやオルネッライアなど高級ワインのいわゆるスーパートスカーナで有名なボルゲリ地区。このワインはサンジョヴェーゼを主
体にしつつも、絶妙なカベルネ・ソーヴィニヨンの風味がまさにボルゲリの雰囲気を味わえます。ワイルドベリー、ブラックベリーと木苺の風味と、ほのかに落ち着いたスパイスの香り。バ
リックで12ヶ月熟成後、瓶熟成3ヶ月。

66
ｱﾚｯｻﾝﾄﾞﾛ・ｳﾞｨｵﾗ　ﾉｰﾃ・ﾃﾞｨ・ﾛｯｿ　ﾃｯﾚ･ｼﾁﾘｱｰﾈ I.G.P. 2017 2017

ﾈﾛﾀﾞｰｳﾞｫﾗ60%/ｼﾗｰ30%/ﾈ
ﾚｯﾛﾏｽｶﾚｰｾﾞ10% ¥3,500 （+税） ¥2,975 （+税）

（Memo)

So2無添加！シチリアなのに...より繊細でエレガント！シチリアの自然派生産者のアレッサンドロ・ヴィオラ。ネロ・ダーヴォラにシラーと、ネレッロ・マスカレーゼを少量ブレンド。バルサミコ
やクランベリーの香りと、ナチュラルワインらしい繊細で緩みのない質感。新鮮なベリーを絞ったような酸味と旨みが共存。500リットルの栗の樽で6ヶ月間の熟成。無清澄＆無濾過。So2完
全無添加。透明感すら感じるしなやかで自然な旨みをお楽しみいただけます。エチケットには生産者の愛犬”フフ”が描かれています。

（+税）

¥3,000 （+税）

（+税） ¥2,805

ワイン名 ブドウ品種



⑮【(有)ヴァンクゥール】 ※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

赤 ｵｰｳﾞｪﾙﾇ

ﾌﾗﾝｽ

ｼｰﾄﾞﾙ ｵｰｳﾞｪﾙﾇ

ﾌﾗﾝｽ

白 ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ

⑯【ワインダイヤモンズ㈱】 ※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 年号

ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ

白 ﾈﾙｿﾝ

ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ
赤 ﾈﾙｿﾝ

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ
ﾛｾﾞ泡 ﾏｸﾗｰﾚﾝ･ｳﾞｪｲﾙ

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ

赤 ﾏｸﾗｰﾚﾝ･ｳﾞｪｲﾙ

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ
ﾛｾﾞ ﾊﾞﾛｯｻ･ｳﾞｧﾚｰ

15％OFF価格（+税）

15％OFF価格（+税）

67

ワイン名 ブドウ品種 通常価格（+税） （※会場受付限定）

ｶﾄﾘｰﾇ･ﾘｽ AC ｱﾙｻﾞｽ ﾘｰｽﾘﾝｸﾞﾄﾞ･ｸﾞﾚ･ｳ･ﾄﾞ･ﾌｫﾙｽ2017 2017 ﾘｰｽﾘﾝｸﾞ ¥3,700 （+税） ¥3,145 （+税）
（Memo)

２０１２年設立。様々な顧客を持ち、リリースと同時に毎年即完売してしまう、フランス国内でも非常に入手困難んな存在であるカトリーヌ・リス。「De Gres ou de Force」＝「否が応も」という
諺に土壌グレローズ（GRES)を掛けている。オレンジ、黄リンゴ、メロン、レモンク リーム、金木犀などの美しいピュアなアロマ。畑は 3 つのコ ミューンのひとつ Reichsfeld 村の北斜面に植
わる樹齢４９年までのリースリングを使用。カトリーヌはワインだけではなく料理の腕も定評があり、その繊細なセンスはワインの味わいにも生かされています！

（Memo)

２００６年設立。ブルゴーニュを代表する偉大なる生産者のひとりであるドメーヌ・ド・シャソルネイ（１９９６年設立）の当主フレデリック・コサール氏が１９８７年から１０年間クルティエとして働いたその経験
と信頼のもと供給される素晴らしい葡萄を使用して驚くようなワインを世の中にリリースし続ける。ビゴットとは「信心に凝り固まった人」という意味。パイナップルや黄桃が口いっぱいに広がる”旨味の塊”
レモンタルト、ミネラルなどが口いっぱいに広がる”旨味の塊”！注目の2017年ヴィンテージを楽しんでいただくべく、今回ＰＳＰに緊急参戦しました！ぜひお楽しみください！

70
ﾌﾚﾃﾞﾘｯｸ･ｺｻｰﾙ ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ･ﾋﾞｺﾞｯﾄ 2017 2017 ｼｬﾙﾄﾞﾈ ¥5,700 （+税） ¥4,845

（+税）
（Memo)

２０１３年設立。ジェラール・シュレールやジュリアン・メイエーなどのアルザスを代表するヴァン・ナチュール生産者のもとで修行をし、現在４.５ｈａ程の畑をたったひとりで栽培醸造を行う完
全ハンドメイドワイン。雨の影響が少ない恵まれた気候条件のもと素晴らしい葡萄が収穫出来る注目のワイン産地。ーで半年間ずつ研修をしノー・コントロールを設立。Fusionとは灰色泥
灰土の若木の畑と玄武岩の古樹の畑の葡萄の融和を意味しフュージョンロックが好きという事もあって命名。

ﾄﾞﾒｰﾇ･ﾌｫｰﾙ･ﾏﾈﾙ ｼｰﾄﾞﾙ･ﾌﾞﾘｭｯﾄﾊﾟｰ･ﾅﾁｭｰﾙ 2017 2017
林檎

（ドメーヌ、ビスケ、オルポラン）１０
０％

¥2,750 （+税） ¥2,338 （+税）
（Memo)

ルマンディー地方カーン市から南東約５０kmサン・ジョルジュ・アン・オージュ村（シードルの中で唯一アペラシオン”ACオージュ”が存在する最適地）で１７６５年から
伝統的なシードルとカルヴァドスを造り続ける農家。シレックス土壌に植わる樹齢５５～１５０年の林檎を屋根裏で１５日間陰干し大樽で３週間発酵後、瓶内で６ヶ月
+α熟成。焼きリンゴ、ミラベル、カリンなどの複雑で染みる味わい。正真正銘の濁り系ナチュラル・シードルが数量限定入荷。

68

69

ﾉｰ･ｺﾝﾄﾛｰﾙ VdF ﾙｰｼﾞｭ ﾌｭｰｼﾞｮﾝ 2017 2017 ｶﾞﾒｲ･ﾄﾞｰｳﾞｪﾙﾆｭ

（Memo)

皆様に大人気！今年も「一緒に」を意味するキュヴェ！これは、日本をザワつくかせるワインである事間違いなし。山形でワイン作りや飲食業界のドンとして、精力的に活動される藤巻さんが、盟友のアレックスとニュー
ジーランドでナチュラルワインメイキングをした特別なキュヴェ。名前の由来は、「一緒に」とか「お互いに」という意味で、ワイン作りは、全ての仲間と協力し、飲む時も周りの仲間と共有して飲んで欲しいとの想いからから
名付けられました。ソーヴィニヨンはアンフォラで熟成。ピノ・グリはステンレス。最終的にブレンド。豊満な旨味と爽快なアロマ。今年も数量限定！お早目にどうぞ！

ｸﾞﾚｰﾌﾟ･ﾘﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ&ｷﾝﾃﾞﾘ ｲﾝｽｨｴｰﾒ･ﾛｯｿ 2018 2018
ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ/

ｹﾞｳﾞｭﾙﾂﾄﾗﾐﾈｰﾙ ¥3,600 （+税） ¥3,060 （+税）
（Memo)

無限に飲める「一緒に」を意味する大人気キュヴェ！山形でワイン作りや飲食業界のドンとして、精力的に活動される藤巻さんが、盟友のアレックスとニュージーランドでナチュラルワインメイキングをし
た特別なキュヴェ。名前の由来は、「一緒に」とか「お互いに」という意味で、ワイン作りは、全ての仲間と協力し、飲む時も周りの仲間と共有して飲んで欲しいとの想いからから名付けられました。ベース
はMC法のピノ・ノワール。ゲヴュルツを加え、全房発酵のピノを追加。もぎたて果実のような新鮮さゲヴュルツのジャスミン香。少し冷やしてお楽しみください

71

72

ワイン名 ブドウ品種 通常価格（+税） （※会場受付限定）

ｸﾞﾚｰﾌﾟ･ﾘﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ&ｷﾝﾃﾞﾘ ｲﾝｽｨｴｰﾒ･ﾋﾞｱﾝｺ 2018 2018 ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ･ﾌﾞﾗﾝ/ ﾋﾟﾉ･ｸﾞﾘ ¥3,600 （+税） ¥3,060 （+税）

75

（Memo)

飲んでいる心地最高！ヤウマのグルナッシュペットナット！ルーシー・マルゴー、ショブルック等と共にオーストラリアの自然派ワイン界を牽引するヤウマ。素直で優しく、そして余りに飲み易かった！ペ
ティアンスタイルですがディスゴージュ（澱引）は無し。ラズベリーやクランベリーの炭酸水をゴクゴク呑み込む様な感覚で楽しめます。最初のリリースから少し寝かせたからか？ガスが鮮明になりまし
た。微かに感じられたジュースに残った糖分が完全に酵母によって食べ尽くされたのでしょう。これからのシーズンに最適な最高の飲み心地の一本！おすすめです！

ﾔｳﾏ ｱｰﾁｰｽﾞ･ｼﾗｰｽﾞ 2017 2017 ｼﾗｰｽﾞ ¥3,900 （+税） ¥3,315 （+税）
（Memo)

ジェームスの心の師匠となったおじいちゃんのシラーズ！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。豪州一のソムリエとなった彼が作るワイ
ンは、しなやかで余韻の長い愛を感じるワイン。ジェームスが心の支えとして、絶大なる信頼を寄せていたおじいちゃんへのオマージュとしてのシラーズ。スミレや黒系果実のニュアンスと共にとてもエレ
ガントな味わい。ヴォリューム感で押すのではなく、柔らかく包みこんでくれるような、優しい味わい。シラーズのイメージを覆してくれる一本！日々のディナーが楽しめるがぶ飲みワイン！

73

74

ﾔｳﾏ ﾋﾟｰｶｰﾌﾞｰ 2017 2017 ｸﾞﾙﾅｯｼｭ ¥4,200 （+税） ¥3,570

ｼｮﾌﾞﾙｯｸ ﾛｾﾞ 2017 2017 ｼﾗｰｽﾞ ¥4,500 （+税）
（Memo)

トムが大好きなロゼ！口の中で豊かな個性が広がる！ルーシーマルゴーと並び南オーストラリアのナチュラリストの御三家と称されるショブルック・ワインズ！その当主トム・ショブルックは、バロッサで
長年に渡り、ブドウ農家を営み続けてきた農家出身。名前の由来はショブルックの学生時代のニックネーム。2017は酵母の活性が非常にスローで、発酵を終えるのに1,2ヶ月掛かっています。発酵が余
りに遅い為、意図的に上面開放型の発酵槽に入れたそうです。それ故に微かなシェリー香があり、ピンクグレープフルーツの個性と相まって得も言われぬ旨味を感じさせてくれます。

（+税） ¥3,825

（+税）

（+税）

¥4,200 （+税） ¥3,570



⑰【ワイン・イン・スタイル㈱】 ※ビオワイン（オーガニックワイン）

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 ｻﾝﾀ･ﾊﾞｰﾊﾞﾗ

ｱﾒﾘｶ

ﾛｾﾞ 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

【有料試飲】
No. 国/地域 画像 年号

ﾌﾗﾝｽ

泡 ｼｬﾝﾊﾟｰﾕ

ﾌﾗﾝｽ

赤 ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ

ｲﾀﾘｱ

赤 ﾄｽｶｰﾅ

ｱﾒﾘｶ

赤 ﾅﾊﾟ･ｳﾞｧﾚｰ

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）

（Memo)

これはおいしい！綺麗な甘みと豊かな旨味が堪らない！16歳から地元サンタ・バーバラでワイン作りに携わり、2008年に念願のワイナリーを設立しました。カリフォルニアで最も古いとさ
れるリースリングに魅了され、ブドウの本来の個性や美しさを表現するべく、オーストリアのエミリック・ノールに師事し、ヴィンテージを重ねました。ドイツ語で「砂利質の丘」を意味するキュ
ヴェ。ブレンドの90％はビオディナミで栽培されたサンタ・ルシア・ハイランズのブドウを使用。残糖7g/Lで仕上げ、リースリングの旨味を最大限に出しています。果実味がたっぷりとありま
すが、エネルギッシュな酸味が特徴です！

76

（Memo)

2017年のカリフォルニア森林火災復興の為の特別なロゼ！ナパの南の玄関口オークノールのメドウブルック・ファームのカベルネを使用した特別なロゼ！このワインは、2017年にカリフォルニアのナ
パ、ソノマを中心に発生した森林火災の復興の為に作られたロゼで、同年のナパカベルネを使用して作られています。鎮火後に復興ワインのプロジェクトの為に、あの混乱の中、醸造を引き受けたの
は、あのスティーブ・マサイアソン！さらに、ナパでマサイアソンが作っているのに、低価格なのですが、更に、1本あたり20ドルが被災者へ寄付されるという特別なワインです。

77

78

ｻﾞ･ﾍﾟｱﾘﾝｸﾞ ｼｬﾙﾄﾞﾈ･ｻﾝﾀ･ﾊﾞｰﾊﾞﾗ･ｶｳﾝﾃｨ 2014 2014 ｼｬﾙﾄﾞﾈ100% ¥4,300 （+税） ¥3,655

（Memo)

入手困難！生産本数僅か３，０００本のみ！数量限定入荷。自然の持つテロワールを表現するため全て単一品種で造るという世界中で最も人気があり非常に入手困難な生産者「シュブ
タンス」はソレラシステムで貯蔵される１９８６年～常に５種類以上のヴィンテージがアッサンブラージュされている他に類はみない名酒。珍しい製法のシャンパーニュだが。味わいは流石
ジャック・セロス。唯一無二のシャンパーニュであり人生で一度は飲んでおきたい感動する程素晴らしいセロスの世界感！

（+税）
（Memo)

天才醸造家マット・ディーズが造る一流のリッチネス！世界のカルトワイン、スクリーミング・イーグルのオーナーがサンタ・バーバラに興味を持ち、「ホナータ」を設立。その姉妹ワイナリー
としてザ・ペアリングが存在します。将来を期待される若き才能溢れるワインメーカー「マット・ディーズ」が醸造を務めます。主張しすぎず、それでいて存在感と旨味を感じるワインを造りま
す。このシャルドネはリッチで、生き生きとした酸味、1/3仏新樽、1/3仏旧樽、1/3ステンレス。豪華な香りを纏いながら親しみやすさもある逸品です！

ﾋﾉﾄﾘ ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ ﾛｾﾞ ﾅﾊﾟ･ｳﾞｧﾚｰ 2017 2017 ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ100% ¥3,500 （+税）

（Memo)

グラハムは 2014 年にアメリカの全国紙「San Francisco Chronicle」に「今、最も注目すべき生産者」としてフィーチャーされ、カリフォルニアにおけるアロマティック品種の先駆者的存在で、
彼の右に出る者はいないと言われています。確かにリースリングには衝撃を受けるのですが、ピノ・ノワールも素晴らしい！なんと今回その少量生産の為に日本への入荷が無かったピノ・
ノワールが待望の入荷となりました。サンタ・バーバラの冷涼感を感じる柔らかい酸にピュアな果実味が魅力的のピノ・ノワールです！今回限定24本となります！

ｼﾞﾗｰﾄﾞ ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ ﾅﾊﾟ･ｳﾞｧﾚｰ 2016 2016
ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ90%/

ｶﾍﾞﾙﾈ･ﾌﾗﾝ5%/ﾒﾙﾛｰ2%/
ﾏﾙﾍﾞｯｸ2%/ﾌﾟﾃｨ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ1%

¥5,200
（Memo)

ソムリエ出身であり、ソノマの名門である“シャトー・セント・ジーン”の社長を務めたパット・ローニーが2000年に入り、自身の新たな挑戦として興したワイナリー。
パットは伝統的にパワフルでリッチなナパ・ヴァレーらしい濃厚なスタイルを好み、だんだんとエレガントなワインが増えていく中でも一切妥協のない頑固者。味わい
も、凝縮感と骨格に優れ、複雑味もあり、ナパの多くのレストランでも採用されています。安定感のあるナパの作り手と言えばやっぱりジラード！
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ﾀﾄｰﾏｰ ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ ｻﾝﾀ･ﾊﾞｰﾊﾞﾗ 2016 2016 ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ100% ¥4,300 （+税） ¥3,655

ｽｸﾘｰﾐﾝｸﾞ･ｲｰｸﾞﾙ ｾｶﾝﾄﾞ･ﾌﾗｲﾄ 2011 2011 ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ80％/ﾒﾙﾛｰ10％/
ｶﾍﾞﾙﾈ･ﾌﾗﾝ8％/ﾌﾟﾃｨ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ2％

\150,000
→\120,000 （+税）

（Memo)

ファーストラベルよりも希少なセカンド・フライトが限定入荷！カリフォルニアで、最も高価なカルトワインとして名を馳せているスクリミング・イーグルのセカンドワインが本数限定で入荷しました！2006年ヴィンテージから
密かに造られていたとされ、ファーストラベルよりも数量が少ない為、現地でも希少性がとても高く、飲み手を選ぶワインとして有名。比較的樹齢の若いブドウやスクリーミング・イーグルで使用されなかったブドウを使用
しながらも、メルローの比率が高いことから、味わいも明るく、妖艶で至福の一時を体験させてくれる偉大なるワイン！一般市場にはあまり出ないので、ご贈答要にもお勧めです。

有2 ｱﾙﾏﾝ･ﾙｿｰ ﾘｭｼｮｯﾄ･ｼｬﾝﾍﾞﾙﾀﾝ ｸﾛ･ﾘｭｼｮｯﾄ 2013 2013 ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ100%
（Memo)

アルマン・ルソーのグラン・クリュはまさに幻！強豪揃いのジュヴレ・シャンベルタンにおいて最も尊敬を集め、綺羅星のごときグラン・クリュを所有するトップ・ドメーヌ、アルマン・ルソー。現当主エリック・ルソーはブドウの
過熟を嫌い、ジュヴレ・シャンベルタンでもかなり早い時期に収穫を始めることで知られる。1.06haのクロ・デ・リュショットは蔵元のモノポール(単独所有畑)であり、比較的痩せた土壌の為、繊細でミネラル分の強いワイン
となります。一番気難しいと言われるリュショット、一度は試したい宝石です。入荷が少ない為、販売分はありません！

有3 ｶｰｾﾞ･ﾊﾞｯｾ　ﾄｽｶｰﾅ　ｿﾙﾃﾞｰﾗ　2013 2013 ｻﾝｼﾞｮﾍﾞｰｾﾞ･ｸﾞﾛｯｿ100%
\54,200

→\50,000 （+税）

あの事件後に造られたソルデラ・・・2012年末、2007年から2012年までの熟成中のワインのほとんどを流される、という事件にあったソルデラ。その事件の次の年の2013年ヴィンテージ。いったいどのような心境で造ったブルネッロなので
しょうか？特別なものであることは間違いありません。ブルネッロ協会も D. O. C. Gブルネッロもやめて、I. G. T. ソルデラとしてのリリース。天然酵母による発酵、精妙な香りが立ち上り、濃さではなく、奥行きで訴えかけるワイン。豊かな広
がり、ボリュームを持ちながら、軽やかさをも感じさせ、どこまでも優雅で、圧倒的な存在感を放つ特別なワイン。残念ながら今年2月にジャンフランコ・ソルデラ氏は亡くなりました。

（+税）

有1 ｼﾞｬｯｸ･ｾﾛｽ ｼｭﾌﾞｽﾀﾝｽ NV N.V ｼｬﾙﾄﾞﾈ100%

（+税）

ワイン名 ブドウ品種 通常価格（+税） （※会場受付限定）

（+税）¥102,000

※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

\33,000
→\30,000 （+税）

¥2,975

（Memo)

有4

¥70,000 （+税）

ﾀﾄｰﾏｰ ｽﾀｲﾝﾋｭｰｹﾞﾙ･ﾘｰｽﾘﾝｸﾞ･ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ 2016 2016 ﾘｰｽﾘﾝｸﾞ100% ¥2,950 （+税） ¥2,508 （+税）

（+税） ¥4,420 （+税）


