
国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像 国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

フランス シャンパーニュ ダニエル・ペラン NV 辛口
ピノノワール80％、ピ

ノムニエ20％
フランス シャンパーニュ

ヴランケン ポメリー
モノポール

NV 辛口
シャルドネ34％、ピ
ノ・ノワール33％、

ムニエ33％

フランス シャンパーニュ ヴァンサン・ラムルー NV 辛口 ピノノワール フランス シャンパーニュ モエ・エ・シャンドン NV 辛口
ムニエ・シャルド
ネ・ピノノワール

フランス シャンパーニュ
プティ・ジャン・ピエ

ンヌ
NV 辛口 シャルドネ フランス シャンパーニュ ヴーヴ・クリコ NV 辛口

ピノノワール・シャ
ルドネ・ムニエ

フランス シャンパーニュ ブルジョワ・ブロネ NV 辛口
シャルドネ　80%

ピノ・ノワール20%
フランス シャンパーニュ ドゥーツ NV 辛口

ピノノワール・シャ
ルドネ・ピノムニエ

フランス シャンパーニュ ルヴルン・セルヴネイ NV 辛口 シャルドネ フランス シャンパーニュ
ニコラ・

フィアット
NV 辛口

40％ピノ・ノワー
ル、

10％シャルドネ、
50％ムニエ

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

ブリュット ニコラ・フィアット　セレクション　ブリュット

コート・デ・ブラン地区でシャルドネの生産者です。。数多くの優れた造り手を擁し、ベレムナイトの化石が堆積した白亜の土壌により、太く切れ込む酸と強
いミネラルを備えた骨太なエレガンスが特徴のワインが生まれる。

非常にバランスが良く、美しく洗練された軽やかな飲み心地のシャンパーニュ。その場に馴染むタイプなので、場所や場面を選ぶことなく、誰もが一緒に楽しめ
る完璧なシャンパーニュです。3年間セラーで熟成させることで見事なバランスが生まれます。もちろんフレッシュさも損なわれません。プルミエクリュを含め

た200のクリュよりブレンドして使用。15～30％のリザーヴワインを使用することで、セレクション ブリュットのスタイルと品質を安定させています。

ブリュット　トラディッション　プルミエ クリュ ブリュット・クラシック

1972年に三代目となるアニェス･ブルジョワ氏がドメーヌを継承しました。ヴェルテュ村はランスから50km、パリから140kmの位置にあり、ブルジョワ･
ブロネではこのヴェルテュと、隣のベルジェール･ド･ヴェルテュ村に約5.6haの畑を所有。更にヴェルテュ村の中で特に良い区画を所有しており、農法は厳格

なリュット･レゾネを採用し化学肥料や殺虫剤、防腐剤は一切使用せずに可能な限り収量を抑えながらブドウ栽培を行う。黄金色の色調と活発な泡立ちが特
長。ヘーゼルナッツ、砂糖漬けの果実が香り、その後ナシやリンゴのソースのような濃厚な香りで、余韻は長くエレガントです。

1838年創業の老舗メゾン。フランスの著名な雑誌などでも世界のトップ6に数えられました。ピノ・ノワール、ピノ・ムニエ、シャルドネを1/3ずつ。ドゥー
ツ社のトレードマークともいえる定番モデル。NVのブリュット・クラシックで通常の15ヶ月を超える3年熟成！！

キュヴェ　クール　ドゥ　シャルドネ　ブリュット ヴーヴ・クリコ イエローラベル ハーフ

高品質なシャンパーニュ、特にシャルドネによる最上のブラン ド ブランを産するクラマン村。この地に拠を構えるプチジャン ピエンヌは、所有する多くの畑
がグランクリュに格付けされている伝統的家族経営のメゾンです。ブラン ドブランを得意とする彼のシャンパーニュは、シャンパーニュに求められる繊細な

泡立ちやふくよかな果実味などを余すところ無く備え、また私たち日本人の味覚に訴えかける清涼感と深遠な複雑味を持った素晴らしいワインです。

1772年以来メゾンのシンボルです。力強さとフィネスとの間の完璧なバランス、その複雑な味わいは、ピノ・ノワールの卓越した存在感から来るものです。私
たちの壮大なブドウ畑、そしてスタイルの一貫性を反映しています。

ポメリーは1874年にシャンパーニュ史上初のブリュットを誕生させました。現在においても、マダムポメリーから引き継いだ意思や最高醸造責任者の研ぎ澄ま
された感性と経験・技術によってポメリーのスタイルは守られています。ブリュットロワイヤルは緑がかった淡い黄色で、生き生きとした泡立ち、柑橘類や白い
花のようなエレガントな香りがソフトさを与え、さらに小さい赤い果実のヒントも感じられます。フレッシュかつ快活な味わい、そして魅力的で長い余韻が続き

ます。

トラディション　ブリュット モエ・エ・シャンドン モエアンぺリアル ハーフ

ヴァンサン　ラムルーは1988年設立。ピノノワールを使用したシャンパーニュの生産者。果実味がしっかりとした味わいのシャンパーニュ。外観は淡く緑が
かったクリーンなレモンイエロー。レモンやライムの柑橘系の香りと、ゆったりと立ち上がる繊細な泡立ちに丸みを帯びた酸が特徴的なシャンパーニュです。

クリームを使ったソースで合せた白身魚のポワレや、クリームチーズとの相性がぴったりなシャンパーニュ。

みずみずしい果実味、魅惑的な味わい、エレガントな熟成が特徴です。バランスのとれたエレガントな味わいは、前菜からメイン、デザートまであらゆる料理と
よく合います。

2022年　夏のリカーセレクション

No.001　ハーフシャンパーニュ10本セット

きめ細やかな泡とエレガントな味わいが魅力のスパークリングワインの最高峰、シャンパーニュ。小規模生産者とグランメゾンの味わいを両方愉しめる10本を飲み切りやすいハーフサイズでご用意しました。小規模生産者の個性豊
かな泡と、伝統と革新のグランメゾンの泡を是非比較してみてください。グランメゾンシャンパーニュには、各国ホテルなどで愛される＜ポメリー＞、誰からもこよなく愛される＜モエ・エ・シャンドン＞、多くのお客様から愛され

る＜ヴーヴ・クリコ＞、180年以上の歴史を持つ＜ドゥーツ＞、1976年設立のしっかりとした味わいの＜ニコラ・フィアット＞が入っています。

商品名 商品名

ブリュット ポメリー ブリュット・ロワイヤル

オーヴ県、ユールヴィル村に構えるシャンパーニュメゾン。ピノノワール主体で、ふくよかさがありながらも、フィネス、エレガントさ、軽やかさを併せ持つ
特徴的なシャンパーニュです。



国 地域 生産者名 味わい セパージュ 画像 国 地域 生産者名 味わい セパージュ 画像

フランス シャンパーニュ
シャンパーニュ
ショードロン

辛口
ピノ・ムニエ、シャル
ドネ、ピノ・ノワール

イタリア ヴェネト
アントニーニ・チェ

レーザ
辛口 グレラ

フランス アルザス
ポール・ブルケー

ル
辛口 ピノ・ブラン イタリア ロンバルディア

カンティネ・ピロー
ヴァノ

辛口 ピノ・ネロ

フランス ボルドー
アライアンス・

ヴァン
辛口 シャルドネ ドイツ ナーエ

ジョセフ・ドラーテ
ン

辛口 リースリング

イタリア ヴェネト
マスティオ・デッ

ラ・ロッジア
辛口 ガルガーネガ スペイン ペネデス

ペレ
ベントゥーラ

辛口
マカベオ、チャレッ
ロ、パレリャーダ

イタリア ピエモンテ
カンティネ・ベッ

リーニ
辛口

 ピノ・ビアンコ、
シャルドネ

チリ
セントラル・ヴァ

レー
VDアギーレ 辛口 シャルドネ

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

ベッリーニ・スプマンテ・ブリュット ピノ・シャル
ドネ

ルナ・ジェナ スパークリング ブリュット

もぎたての柑橘やライム、青リンゴを思わせるジューシーな香り。 きめ細やかな泡立ちですっきりとした酸味とフレッシュな果実感が調和す
る。清涼感あふれるスパークリングワインです。

グレープフルーツなどの柑橘類やシトラスのアロマ、わずかにミネラルの爽やかな香り。
生き生きとした泡が口中で広がり、アプリコットを想わせる豊かな果実味にフレッシュな酸と苦味が心地良いスパークリングワインです。

スプマンテ グラン・キュヴェ・ブリュット モナ　カバ　ブリュット

グレープフルーツのような清涼感に溢れるアロマ。 きめ細やかな泡立ちですっきりとした酸味とフレッシュな果実味が調和する、
辛口スパークリングワインです。

柑橘系、ライム、青リンゴの豊かなアロマに溢れ、シャンパーニュ製法ならではの繊細な泡立ちが存分に堪能できます。
カバ本来の豊かな果実味と複雑さを兼ね備えた辛口スパークリングワインです。

ジャン・アルシャンボー　ブラン・ド・ブラン　ブ
リュット

リースリング・スパークリング エクストラ・ドラ
イ・ゼクト

フランス産のシャルドネを贅沢に使用したリッチなスパークリングワイン。
泡立ちは繊細で、桃、洋梨、アプリコットなどの甘く爽やかな香り。柔らかな泡に、果実の甘味が溶け込むふくよかな味わい。

余韻に残る柑橘類の酸味と苦味が心地よい、上品で豊かなワインです。
リースリングならではのピュアな果実味が心地良い、穏やかな泡立ちが特徴的な癒しのスパークリングワインです。

グレラならではの豊かな香りと、爽やかで丸みのある味わいを余すところなく引き出したスプマンテ。
フルーティーでミネラリーな非常にコストパフォーマンスに優れた1本です。

クレマン・ダルザス
キュヴェ・ディ・ピノ スプマンテ エクストラ・ドラ

イ

芳醇でリッチな果実味と心地良い余韻が楽しめるアルザスのクレマンです。 ピノ・ネロ（ピノ・ノワール）100%で造った、凝縮感のある果実味が楽しめるスパークリングワイン。

2022年　夏のリカーセレクション

No.002　シャンパーニュ＆クレマン入り！ 世界の辛口スパークリング10本セット

「毎日でもスパークリングワインが飲みたい！」そんな泡好きの皆様のニーズにお応えする大人気スパークリングセットです。
シャンパーニュ、クレマンをはじめ、世界各国の辛口スパークリングワイン10本を厳選しました。

ヨーロッパの伝統国からニューワールド、シャンパーニュ製法からシャルマ製法まで、個性溢れる様々な味わいを飲み比べできるセットです。
きめ細やかで爽快な泡立ちと飲み飽きない芳醇な味わいが、誰をも魅了するスパークリングワイン。デイリーなカジュアルはもちろん、週末やお祝いの記念日にも幅広く活躍でき、食卓をより一層華やかに演出し

ます。いずれも辛口タイプの為、食事を通して愉しんで頂けます。
コストパフォーマンスに優れた選りすぐりのスパークリングワインを飲みくあべて、多彩な魅力をご堪能ください。

商品名 商品名

シャンパーニュ ショードロン カルト・ブランシェ グレラ・スプマンテ・エクストラ・ドライ

口当たりは柔らかく、芳醇な果実味に滑らかな泡が溶け込みクリーミー。
全体的にしなやかでエレガントなスタイルのシャンパーニュです。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

フランス シャンパーニュ クロード・カザル NV 辛口 シャルドネ100％

フランス シャンパーニュ ピエールパイヤール NV 辛口
ピノ・ノワール 70%

シャルドネ 30%

フランス シャンパーニュ ティエリートリオレ NV 辛口
シャルドネ 75%

ピノ・ノワール 25%

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

レ・パルセル　グランクリュ

ブジーに所有する複数の区画をブレンド。リンゴやアプリコットの完熟果実に、オレンジピールやハチミツ、ミネラルのアクセント。
生き生きとした細かな泡が駆け抜ける味わいは、ふくよかな果実と細かな酸を備えている。力強さとエレガンスを備えたブジーのグランクリュ・シャンパーニュ。

カルト・ノワール　ブリュット

熟したリンゴやブリオッシュの柔らかな香り。非常に細かな泡と共に口の中を満たす滑らかな果実。
シャルドネのフレッシュさとピノ・ノワールのふくよかさのバランスがよく、コート・ド・セザンヌの大らかさが素直に表現されている。

余韻にはほんのりとした甘味が漂うが、ドライなキレも備えている。

2022年　夏のリカーセレクション

No.003　グランクリュ入り、品種別飲み比べシャンパーニュ3本セット

シャルドネの銘醸地の名門<クロードカザル＞のグランクリュをはじめ、
シャンパーニュでも名高いブジーの老舗<ピエールパイアール＞のグランクリュ、

シャンパーニュ南部の大手メゾンにぶどうを卸す優れた生産者
<ティエリートリオレ＞から集めたシャンパーニュの3本です。

＜クロード・カザル＞：隣り合うが個性の異なるル・メニル・シュール・オジェとオジェの２つのグランクリュを所有。ル・メニルからはしっかりと
した骨格が、オジェからは熟した果実が得られ、リッチなブラン・ド・ブランに仕上がる。希少なクロ（単一畑）をオジェに所有する貴重な生産者。
＜ピエール・パイヤール＞：シャンパーニュで最もパワフルなピノ・ノワールの産地として名高いブジーの老舗。所有畑は全てブジーであり、しっか

りとした骨格の濃密な果実の中に表現豊かな香りとエレガンスが感じられ、グランクリュたる奥深さが堪能できる。
＜ティエリー・トリオレ＞：シャンパーニュ南部の比較的温暖な気候のコート・ド・セザンヌ地区。クリュッグという最高級シャンパーニュ・メゾン

にぶどうを卸す優れたレコルタンマニピュラン。

商品名

カルト・オール

グランクリュのオジェとル・メニル・シュール・オジェのブドウから造られるブラン・ド・ブラン。
リンゴ、洋ナシ、ハチミツのフローラルな香りにナッツやミネラルのヒント。細かな酸とミネラルを包み込む大らかな果実。

蜜っぽさやナッツを感じさせる中盤から精緻な酸が鮮やかに伸び、エレガントなフィニッシュに導く。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

フランス ロワール ブヴェ・ラデュベ NV 辛口
シュナン・ブラン90%、シャ

ルドネ10%

フランス ロワール
シャトー・ド・モン

フォール
NV 辛口 シュナンブラン・シャルドネ

フランス ジュラ
ラ・メゾン・デュ・

ヴィニュロン
NV 辛口 シャルドネ

フランス アルザス フライシャー NV 辛口
ピノ・ブラン、オーセロワ、
リースリング、ピノ・グリ

フランス ボルドー ティンヴァレー NV 辛口
セミヨン８０% 、メルロ２

０%

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

2022年　夏のリカーセレクション

No.00４　フランス有名産地周遊クレマン５本セット

造りは同じでありながらシャンパーニュよりカジュアルに、日常の食卓で楽しめるフランスのスパークリングワイン「クレマン（伝統方式）」の飲
みくらべセットです。クレマンとは、シャンパーニュ地方以外のフランス国内の認められた地域で造られる、シャンパンと同じ瓶内二次発酵製法で
造られるスパークリングワインです。クレマンが人気である理由の一つにきめ細かな泡立ちとさわやかな香り、瓶内熟成による複雑な味わいが楽し
めて、シャンパーニュより手ごろに楽しめるコストパフォーマンスの良さがあげられます。シャンパーニュと同じシャルドネを使用することもあり
ますが、ロワール地方では“シュナン・ブラン”主体のクレマン、ボルドー地区では“セミヨン、メルロー”のクレマンなど、各産地を代表するぶ
どうを使用し、造りは同じながらぶどう品種の個性による味わいの違いもお楽しみいただけます。夏におすすめの上質な泡と酸味をお愉しみくださ

い。

商品名

サフィール・ソーミュール ブリュット・ヴィンテージ

ブヴェ・ラデュベ社はこの地区で最古のスパークリングワインメーカーの一つ。薄いゴールドにほのかな琥珀色のニュアンス。バランスが良く、クラス感のあるスパークリングワイン。

クレマン・ド・ジュラ・フィリップ・ミッシェル・シャルドネ・ブリュット

シャトーを代表するスタンダードなキュヴェで最も守備範囲の広いクレマン。
輝きがあり美しい色、柔らかな白い果肉のフルーツ、ブリオッシュのトースティな香り。程よい柔らかさを持っているので、どのようなお料理、シーンでも楽しめるのが魅力です。

クレマン・ド・ジュラ・フィリップ・ミッシェル・シャルドネ・ブリュット

ワイン王国他掲載歴多数、瓶内二次発酵。フランス国内外で最も飲まれるシャルドネ100%のジュラ産のクレマン。繊細な泡立ちとしっかりとしたコクのある味わい。

クレマン・ダルザス・ブリュット

琥珀色がかった黄金色で、黄色の果実の洗練された香り。 口当たりは、繊細な泡とやわらかな果実の新鮮味が特長です。

クレマン・ド・ボルドー

アントルデュメールで1366年に創業。全て手摘みで収穫。9か月の瓶内熟成。
泡が本当にきめ細かい。時間が経過しても泡が残っています。果実味はあって綺麗な味わいがあるから温度が上がっても飲むことが出来ます。クレマンドボルドーでメルローが２０％ブレン

ドは珍しく、それにより骨格がしっかりしている。　高級感なラベルも◎



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

フランス シャンパーニュ シャテ NV 辛口 シャルドネ100％

フランス ブルゴーニュ
ピフォー・ヴァン・

エ・ドメーヌ
NV 辛口 アイレン

フランス ロワール
カーヴ･ド・モンル

イ
NV 辛口 シュナン・ブラン

フランス ボルドー
グラン・ヴァン・

ド・ジロンド
NV 辛口 ユニ・ブラン

フランス プロヴァンス ヴァン・ブレバン NV 辛口
ユニ・ブラン80％　コロ

ンバール20％

フランス ラングドック
ドメーヌ・ピエー
ル・シャヴァン

NV 辛口 シャルドネ100％

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

マスカヴィネ・ブラン・ド・ブラン

スッキリとした、ライムや青リンゴ、青梅の実のような香り。爽やかな辛口タイプで、様々な食事に合わせて楽しめる使い勝手の良いタイプです。中性的な特徴を持つシャルドネで
醸造したスパークリングワイン。癖がなく飲みやすいタイプです。サラダやテリーヌなど野菜を使った前菜、ハムやマリネなどの前菜をおつまみに気軽に楽しんだり、デザートにも

合わせられます。

デュック・ド・ベリュ

繊細でクリーミーな泡立ちを感じ、徐々に果実味が広がり、果実の甘味と、爽やかな酸味が心地よく続きます。余韻に夏ミカンのような、わずかにほろ苦い風味を残します。このほ
ろ苦さのおかげで、野菜料理や魚介料理全般、また和食にもとても相性の良い味わいに仕上がっています。旬の野菜を使った食事や、和洋問わず魚介料理全般に、とても使い勝手の

良い１本です。

キュヴェ・ローラン

グレープフルーツなどの柑橘系の香り 南仏の伝統的な品種、味わいを引き締める役割を持つユニ・ブランと、 華やかな香りを持つコロンバールという品種をブレンド。白ブドウだ
けを使用するブラン・ド・ブランなので、 味わいはクリアで、前菜から魚介料理、特に初夏から夏の暑い時期に キンキンに冷やして飲むのがオススメです。

ブラン・ド・ブラン・メソード・トラディショネル

香りは、爽やかなハーブや柑橘系にアンズジャムや綿あめのようなやさしい甘い香り、ブリオッシュのようなイースト香もかすかに感じます。味わいは酸味はおだやかで、飲み口は
やわらかく、滑らかなのど越し。サーモンのカルパッチョやサラダになハムなどの前菜や食前酒として気軽に飲める辛口スパークリングです。

キュヴェ･ブリュット

洋ナシやお花、カリンや蜜のようなやや甘みを伴った香り。 酸は、しっかりしているがとげとげしさはなく優しい味わい。 ほんのり甘みを感じる果実味と、持続性のある気泡が口
の中できれいに弾け、毎日飲んでも飲み飽きしないバランスの整ったスパークリングワイン。

2022年　夏のリカーセレクション

No.005　白ブドウだけで醸造！シャンパーニュ入りスパークリング6本セット

ワインを醸造するためのぶどうは、白ぶどうと黒ぶどうの2種類があり、白ぶどうは通常白ワインやシャンパーニに使用され、黒ぶどうに比べると酸味があるのが特徴で
す。今回は白ぶどうだけで造られた爽快感のある、フランス各地のスパークリングワインを取り揃えました。スパークリングワインを代表するシャンパーニュは、高貴品
種のシャルドネだけで醸造したブラン・ド・ブラン。また、シャンパーニュと同じ瓶内二次発酵で醸造したワインは、きめ細やかな泡立ちが特徴で、こちらのセットでは
ブルゴーニュ産とロワール産が楽しめます。ブルゴーニュ産のアイレンは、程よい酸味とフレッシュな味わいが特徴的で、ロワール産のシュナン・ブランも酸がしっかり
としてますが、熟成により角が取れ柔らかな口当たりが楽しめます。デイリーに楽しめるシャルマ方式で醸造されたスパークリングワインは、密閉されたタンクで醸造す
るため、華やかなアロマが残りやすく、フレッシュな味わいに仕上がります。ボルドー産のユニ・ブランは、甘味や酸味のバランス、華やかな香りを持ち、産地によって
香りの特徴が異なるのが特徴です。プロヴァンス産は前述のユニブランにコロンバールをブレンドすることにより、フルーティーな味わいがより楽しめます。南仏のラン

グドック産は、シャンパーニュと同じシャルドネを使用しています。飲みくらべることで、醸造による味わいの違いもお楽しみいただけます。

商品名

ジョリー･ド･トレビュイ・ブラン・ド・ブラン

輝きのある金色を帯び、細かな泡の粒が立ち上がる。柑橘系の爽やかな香りと、ほんのりシロップのような 甘味のある優しい香り。そして、ハーブ、シトラス、ライムのようなア
ロマも。酸味はしっかりとあり、果実味も爽やかさを中心とした バランスの整ったシャンパーニュ。しなやかで、フルーティーと言った印象の強い、 いつでもどこでも誰にでも受

け入れられやすいシャンパーニュです｡



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

フランス ボルドー
ボルドーファミ

リー
NV 辛口

セミヨン、カベルネフラ
ン、ミュスカデル

フランス ボルドー
ボルドーファミ

リー
NV 辛口

セミヨン、カベルネフラ
ン、ミュスカデル

フランス ボルドー
ボルドーファミ

リー
NV 辛口

セミヨン、カベルネフラ
ン、ミュスカデル

フランス ボルドー
ボルドーファミ

リー
NV 辛口

セミヨン、カベルネフラ
ン、ミュスカデル

フランス ボルドー
ボルドーファミ

リー
NV 辛口

セミヨン、カベルネフラ
ン、ミュスカデル

フランス ボルドー
ボルドーファミ

リー
NV 辛口

セミヨン、カベルネフラ
ン、ミュスカデル

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

バロン　ド　レ　クレマン　ド　ボルドー　ブラン

輝きのある黄金色、シトラス系や白い花の香り、パンを思わせる香りも少しあり、スッキリとした味わい

デュック　ド　リュセ　クレマン　ド　ボルドー　ブラン

輝きのある黄金色、シトラス系や白い花の香り、パンを思わせる香りも少しあり、スッキリとした味わい

コンテス　メルキュリ　クレマン　ド　ボルドー　ブラン

輝きのある明るい黄金色、白い花の香り、アーモンドのような味わいもあり、しなやかで丸みのある味わい

シャルム　ダリエノール　クレマン　ド　ボルドー　ブラン

輝きのある黄金色、レモンや白い花の香り、ドライな後味

コント　デ　レオポルド　クレマン　ド　ボルドー　ブラン

輝きのある黄金色、柑橘系の香りや白い花の香り、スッキリとした辛口

2022年　夏のリカーセレクション

No.006　金賞受賞クレマンドボルドー6本セット

ボルドーといえば赤ワインの印象が強いですが、このセットではスパークリングワイン、クレマンの魅力をご堪能いただけます。
フランスのボルドー地方のクレマンドボルドー（瓶内二次発酵スパークリングワイン）の中から、ワインコンクールで

金賞を受賞した6本をセットにしました。輝きのある黄金色、柑橘系の香り、白い花の香り、アーモンドのような味わい、スッキリとドライな味
わいと泡に深みを感じるクレマンをお愉しみください。

細かく、長く続く泡が瓶内二次発酵によるスパークリングワインの特徴です。はじける泡感がこの季節にぴったりです。

商品名

コント　デ　モリーヌ　クレマン　ド　ボルドー　ブラン

輝きのある明るい黄金色、白い花の香り、アーモンドのような味わいもあり、しなやかで丸みのある味わい



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

フランス シャンパーニュ ポール・ベルトロー NV 辛口
ピノ・ノワール40％、
ピノ・ムニエ40％、

シャルドネ20%

フランス シャンパーニュ アンリ・ジロー NV 辛口
ピノ・ノワール80%
、 シャルドネ20%

フランス シャンパーニュ ドゥラモット NV 辛口
シャルドネ・ピノノ
ワール・ピノムニエ

フランス シャンパーニュ
パイパー・エドシッ

ク
NV 辛口

ピノノワール
シャルドネ
ピノムニエ

フランス シャンパーニュ
ジョアネス・リオ
テ・エ・フィス

NV 辛口
ﾋﾟﾉ･ﾑﾆｴ70%、ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰ
ﾙ15%、ｼｬﾙﾄﾞﾈ15%

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

2022年　夏のリカーセレクション

No.00７　愛好家に必飲のシャンパーニュ入り！人気メゾンシャンパーニュ5本セット

人気シャンパーニュメゾンからカンヌ国際映画祭公式ブランドなど選りすぐりの５本をセレクトしました。歴史ある大手ネゴシアン（ＮＭ）から、家族経営の小
規模生産者（ＲＭ）など生産者によって異なる個性や特徴をお愉しみいただけます｡

＜ポール・ベルトロー＞
エペルネ北部の歴史と伝統のあるディジィ村に、1884年から続く家族経営のシャンパーニュ・メゾンです。

5世代にわたりファミリーの伝統が受け継がれています。
＜アンリ・ジロー＞

17世紀より歴史を持つ、名門シャンパーニュ・メゾン。アイ村のピノ・ノワールの魅力が存分に味わえる類まれなるシャンパーニュです。
昔ながらの伝統製法である「木樽発酵」を行い、果実味と樽発酵による複雑で芳醇な味わいが特徴です。

＜ドゥラモット＞
250年以上の歴史を誇るメゾン。幻のシャンパーニュ「サロン」の妹的メゾンです。NVブリュットでもコート・デ・ブランのシャルドネが50%を占める高品質

なシャンパーニュを醸造しています。
＜パイパー・エドッシク＞

2020年に禁酒法の施行から100周年を迎え、この100年で最多の受賞歴を誇る歴史あるシャンパーニュ・メゾンの一つです。
＜ジョアネス・リオテ＞

90年以上の歴史を誇るヴァレ・ド・ラ・マルヌの隠れた名門レコルタン・マニピュランです。
9年春に日本に初入荷され、レストランを中心に大人気のシャンパーニュです。

商品名

キュヴェ・レゼルヴ

3年熟成したワインと控えめなドサージュから、豊かな香りがもたらすフィネスと、しっかりした構成に魅了されます。なめらかでバランスが良いシャンパーニュで
す。

エスプリ・ナチュール

英国王室やモナコなどの王室など、ごく一部の愛好家にひっそりと愛されてきた“幻の”シャンパーニュ。フレッシュな果実のアロマと樽醗酵による芳醇な味わいで
す。

ドゥラモット・ブリュット

デリケートでエレガンス溢れ、なおかつしっかりとしたボディが究極のバランスをもたらします。

ブリュット

輝きのあるエレガントで魅惑的なシャンパーニュ。アーモンドの香りが、新鮮なヘーゼルナッツや果樹園のフルーツと共に感じられ、切りたてのリンゴや洋ナシを思わ
せます。

キュヴェ・ブリュット・レゼルヴ

青リンゴのような爽やかさと、熟した果実のふくよかさを併せ持っています。伸びやかな酸と旨みを もつやさしく柔らかな味わいです。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

フランス シャンパーニュ ジョリー NV 辛口 ピノ・ムニエ100

フランス シャンパーニュ ジャン・ヴェッセル NV 辛口
ピノ・ノワール80、

シャルドネ20

フランス アルザス シャルル・スパー NV 辛口 ピノ・ブラン100

フランス
ギョーム・ドゥ・ヴェル

ジィ
NV 辛口 シャルドネ100

フランス ブルゴーニュ
メゾン・フランソワ・ラ

ベ
NV 辛口 ピノ・ノワール100

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

ヴァン・ムスー・シャルドネ・ブリュット・“ル・バロン”

味わいにはアカシヤの蜜の感じが溶け込み、しなやかで上品。爽やかな酸を伴い、すっきりした余韻が残る。非常に爽やかで、口当たりのよい辛口スパークリング。幅広い食事やデ
ザートと相性抜群。

クレマン・ド・ブルゴーニュ・ブリュット

珍しいピノ・ノワール100％のクレマン・ド・ブルゴーニュ。キリリと青リンゴの酸と香り、味わいは果実味豊かでエレガント。

シャンパーニュ・エクストラ・ブリュット

カリンの花の蜜の香りが印象的。ドライな口当たりでくっきりとした酸味に、雑味のないスッキリとした味わい。ドサージュをほとんど行なわないシャンパーニュはシャンパーニュの
ひとつのトレンド。

コント・ド・リンケン・メトド・トラディショネル・ブリュット

フレッシュな風味と柑橘系のニュアンスを持つ複雑味が美しく調和し強い果実味がしっかりとしたミネラルと余韻を残す。

2022年　夏のリカーセレクション

No.008　シャンパーニュ2本を含むフレンチスパークリングワイン5本セット

代表銘柄シャンパーニュ2本を含めフランス造られた辛口スパークリングワインをこの蒸し暑い時期に様々な
シーンによって使い分けられるセットにいたしました。フランスをちょっとだけ旅した気分でアペリティフや

食事をワンランク豊かに楽しめます。

商品名

シャンパーニュ・ブリュット

シャンパーニュの玄人の間で大絶賛されている小規模な生産者。優雅な香りと新鮮な果実感が有り、ピノ・ムニエの心地良い柔らかさを感じられる癒しのシャンパーニュ。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

イタリア ヴェネト ベッレンダ NV 辛口 グレーラ、ピノ・ネーロ

イタリア ピエモンテ
フォンタナフ

レッダ
NV 辛口

ピノ・ネーロ、リースリ
ング、シャルドネ、モス

カート

イタリア
エミリア・ロマー

ニャ
ガヴィオリ NV 辛口

ピノ・ビアンコ、シャル
ドネ

イタリア カンパーニア
ヴィッラマティ

ルデ
NV 辛口 ファランギーナ

イタリア シチリア サラパルータ NV 辛口 グレカニコ、シャルドネ

イタリア サルデーニャ セッラ＆モスカ NV 辛口 トルバート

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

トルバート・ブリュット・ビアンコ

スペインに起源をもつトルバートは、セッラ＆モスカ社が大切に守り、栽培してきた地ブドウです。 レモン色を帯びた淡い麦わら色、 ブドウの特徴がよく表現された軽く、エレガントさもあ
るフルーティな香り。生き生きとしてフレッシュな味わいながら、  トルバート種独特の繊細なアロマを感じるスプマンテです。

ファラ・フェスタ・スプマンテ

明るい麦わら色に、銀色に輝く良質な泡、熟した桃やトロピカルフルーツのデリケートな香りに、花の香りが余韻に残ります。フルーティ・ミネラル感・爽やかな後味という、名前とおり土着
品種ファランギーナの魅力を詰め込んだスプマンテです。

サラパルータ・ブリュット

シュール・リーを施しているため独特の風味があり、バランスがとれたフレッシュでエレガントな辛口スプマンテ。長期間のシャルマー方式で造られています。フレッシュなフルーツとか
2011年EUワイン法改定により、リゼルヴァ表記がなくなりました。

エソルディオ・スプマンテ・エクストラ・ドライ

“エソルディオ”とは、イタリア語で「序論」「初舞台」「デビュー」を意味します。その名の通り、シャルマー方式で肩のこらない新しいタイプのワイン。繊細な泡、レモン、セージ、トロ
ピカルフルーツの香りが華やかで、ソフトでフレッシュな味わいのこのワインは、ピッツァをはじめとする軽い料理に最適です。

スプマンテ・エクストラドライ・フラワーボトル

フローラルな香りを持つ爽やかなスプマンテを、桜をイメージした花をあしらったボトルに詰めました。かすかな甘みとフレッシュで心地よい酸、繊細な泡立ちで、食前酒として、また魚介類
を主とした料理に合わせて、幅広くお楽しみいただけます。パーティーやお祝い、女子会などに、華やいだ雰囲気を添えてくれます。

2022年　夏のリカーセレクション

No.00９　2020年誕生の新D.O.C.プロセッコ・ロゼを含む！
イタリア6州周遊スパークリング6本セット

イタリアの北から南、6州のワイン造りの特徴がよく表現されたスパークリングワイン6本のセットです。フラテッリ・コスモプロセッコロゼＥＸド
ライは2020年に新たに認定されたプロセッコロゼ。爽やかな中にコクもある今注目のロゼです。エソルディオ・スプマンテ・エクストラ・ドライ
はバローロの老舗＜フォンタナフレッダ社＞が手掛けるアロマティック品種をメインで使用した華やかなスパークリング。スプマンテエクストラド
ライ・フラワーボトルは桜をイメージした花びらをあしらったボトルデザインのキレのあるスパークリング。ファラ・フェスタ・スプマンテはカン
パーニアの土着品種ファランギーナ100％でこの品種のトロピカルフルーツのような香りがしっかりと感じられる香りと味わい。サラパルータ・ブ
リュットはシチリアの土着品種グレカニコをメインで使用し、シュールリーをほどこすことによって爽やかながら奥深い味わいに仕上げています。
トルバート・ブリュット・ビアンコはサルデーニャの希少品種トルバート100％を使用した珍しい一本。トルバート種独特の繊細なアロマを感じる

スプマンテです。すべて辛口でお食事とも合わせやすく、飲みくらべも楽しめるセットです。

商品名

フラテッリ・コスモプロセッコロゼＥＸドライ

プロセッコ・ロゼは2020年に新たなDOPとして認定されました。
チェリーやラズベリー、野イチゴなどの豊かな果実味にさわやかな酸が感じられます。しっかりとした骨格があり、調和のとれたエレガントなワインです。

ベリーの香りを彷彿とさせるチャーミングなラベルが、輝くような淡いピンク色のワインを可愛らしく彩ります。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

フランス ブルゴーニュ
ドメ－ヌ　ラ　クロワ

トレシャン
NV 辛口 シャルドネ 100%

フランス ブルゴーニュ ドメ－ヌ　ラリュ－ NV 辛口
シャルドネ 50%、ピノ ノ

ワール 50%

フランス ブルゴーニュ ドメ－ヌ　ジャクソン NV 辛口
ピノ ノワール、シャルド

ネ、ガメイ、アリゴテ

フランス ブルゴーニュ
ドメ－ヌ　フランソワ

ミクルスキ
NV 辛口

ピノ ノワール、シャルド
ネ、アリゴテ、ガメイ

フランス ブルゴーニュ
ドメ－ヌ　ジャン

シャルトロン
2018 辛口

シャルドネ 70%、アリゴテ
30%

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

クレマン　ド　ブルゴ－ニュ

1991年設立と歴史は若いながら、瞬く間にムルソーのスタードメーヌになったフランソワ　ミクルスキ。比類なきワインを生み出す人気ドメーヌです。爽やかな柑橘系の香り、しっかりしたボディ
と芯を支えるミネラルを思わせる風味。ミクルスキの実力を感じさせてくれるクレマンです。

ル　クレマン　ド　ジャン　ブラン　ド　ブラン

古くからピュリニーに本拠地を置くドメーヌで、創設者はピュリニー村の村長だった時に村名をピュリニー・モンラッシェ村とする正式な許可を得た人物。キレのある爽やかな味わい、きめ細かい
泡、とても上品なクレマンに仕上がっています。

クレマン　ド　ブルゴ－ニュ

サントーバンを拠点に15haの畑を所有する家族経営のドメーヌ。ドニとディディエの兄弟と彼らの息子達の4人で、畑でも、醸造においても実直に向き合い、更なる質の向上が図られています。柑橘
系やリンゴの爽やかな果実のアロマ。程よい酸と果実味がバランスよく、エレガント。コストパフォーマンスに優れた1本です。

クレマン　ド　ブルゴ－ニュ

リュリーに拠点を置く高名な造り手、ドメーヌ　ジャクソンはコート シャロネーズで最も優れたドメーヌの1つとして知られています。口当たりは軽やかですが、深みのある味わいをもっており、
様々なシチュエーションで活躍できるチャーミングなスパークリング。セパージュは年により異なります。

2022年　夏のリカーセレクション

No.10　人気のクレマン・ド・ブルゴーニュ　厳選スパークリングワイン5本セット

暑い夏の必須アイテムであるスパークリングワイン。シャンパーニュが年々高騰する中、「クレマン」はシャンパーニュと同様の製法(瓶内二次発酵)に
よって造られるスパークリングワインであり、本格的な味わいを楽しむことができます。ご紹介する5本すべてがブルゴーニュで取れたブドウから造ら
れており、シャンパーニュ地方でも栽培されている品種、白ブドウのシャルドネや黒ブドウのピノ・ノワールのいずれかがブレンドされています。各生
産者はスパークリングワインだけでなく、スティルワインも手掛けており、中でもドメーヌ・フランソワ・ミクルスキやドメーヌ・ジャン・シャルトロ

ンは大変な人気を誇る生産者で味わいも俊逸です。

商品名

クレマン　ド　ブルゴ－ニュ　ル　ジャルダン　デ　ザンファン　ブラン　ド　ブラン

テロワールやブドウを取り巻く環境を尊重したワイン造りを行っているドメーヌ。繊細な泡。柑橘系果実に白い花の香り。爽やかな酸味としっかりとした芯のあるミネラルを思わせる風味。シャルド
ネの繊細さとエレガントさを感じさせてくれるクレマンです。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

フランス シャンパーニュ ブルーノ・ミシェル NV 辛口 ピノ・ムニエ100

フランス シャンパーニュ ブルーノ・ミシェル NV 辛口
シャルドネ55、ピノ・

ムニエ45

フランス シャンパーニュ ブルーノ・ミシェル NV 辛口
シャルドネ60、ピノ・

ムニエ40

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

シャンパーニュ・キュヴェ・アッサンブレ・ブリュット

スタンダードクラスにしてヴァン・ドゥ・レゼルブを20％ブレンド。ドサージュ6ｇ/Ｌ。ドサージュに濃縮ブドウ果汁を使用しており、これもビオというこだわりよう。リンゴや
シトロンの香りにトースト香。

シャンパーニュ キュヴェ アッサンブレ ロゼ ブリュット

スタンダードクラスにしてヴァン・ドゥ・レゼルブを20％ブレンド。スパイスを感じるアロマに赤い果実のニュアンス、フードフレンドリーで、クランブルなどデザートがおすす
め。

2022年　夏のリカーセレクション

No.011　ビオディナミでヴィーガン認証生産者ブルーノ・ミシェルが手がける希少シャンパーニ3本セット

今注目のビオディナミとヴィーガン認証も持つ希少生産者＜ブルーノ・ミシェル＞が手がけるシャンパーニュ3本セッ
ト。元々ぶどう苗木の栽培家としてスターとしたブルーノの畑は全て自分自身が栽培しクローンの苗木は使用せず、醸
造は天然酵母で行い全てのキュヴェに樽発酵・熟成させたものをブレンド。ドサージュに濃縮ブドウ果汁を使用してお
り、これもビオというこだわり。どれもブドウのナチュラルさがストレートに表現されている純朴で優しいシャンパー

ニュです。

商品名

シャンパーニュ・ラ・ドゥミ・リュンヌ・サン・スフレ

SO2不使用。技術的に難しく以前から作りたかったが、ようやく2016年に成功。ドザージュもほとんどされないのでピノ・ムニエ本来の味わいをじっくり楽しめる。洋ナシ、リ
ンゴなどの香りに少しトロピカルフルーツも。素直なミネラル感が全体を引き締める。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

フランス
シャンパー

ニュ
モレル NV 辛口

ピノ・ノワール
90％、シャルドネ

10％

フランス
ブルゴー

ニュ
エヴィダンス NV 辛口

ピノ・ノワール
40%、シャルドネ

60%

フランス ジュラ
ミッシェル

ティソ
NV 辛口

ピノ・ノワール、
シャルドネ、トゥル
ソー、プルサール

イタリア ヴェネト
ビアンカ

ヴィーニャ
NV 辛口

フランス ロワール
ジャン　マリー

ペネ
NV 辛口

イタリア ヴェネト
ビアンカ

ヴィーニャ
2020 辛口

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

2022年　夏のリカーセレクション

No.012　シャンパーニュ入り！フランス＆イタリアの スパークリングワイン6本セット

ルイ１６世が愛したシャンパーニュと、フランス各地の個性あふれるスパークリングワインをご用意いたしました。さらに、世界的人気
のプロセッコから最高評価を獲得したスプマンテの入ったスパークリングワインセットです。

商品名

レゼルヴ　ブリュット

ルイ16世が「最高級品」として宮廷に取り寄せた「レ・リセイ」最高峰ドメーヌ。ベーシック・キュヴェながら約４年の長めの瓶熟。王様が愛した特級アイ村を想
わせる気品を呈したワイン。

クレマン　ド　ブルゴーニュ　キュヴェ　アッサンブラージュ

シャンパーニュから僅か600Mしか離れていないブルゴーニュ・シャティヨン地区。白い花の香り、ピノ・ノワールのふくよかさに、シャルドネの凛々しさが美し
くバランスする。

クレマン　ド　ジュラ　ブリュット

“クレマン・ド・ジュラの生みの親” ミッシェル・ティソ。その伝統と品質を守りながら進化したクラシック・クレマン。瓶熟成期間15ヶ月以上の長い熟成からく
る柔らかな味わい。

プロセッコ　スプマンテ　ロゼ　ブリュット

DOCG区画の葡萄を中心にワンランク上のプロセッコDOCロゼを生む。タンク内で2ヶ月以上澱とともに発酵・熟成。フレッシュで溌剌とした爽やかなロゼワイン

プロセッコ　スプマンテ　エキストラ　ドライ

プロセッコとして様々な評価本にて高得点を獲得するワイナリー「ビアンカヴィーニャ」の代表作。原料ブドウは急勾配の斜面にあるプロセッコDOCG区画に隣接
した一等地のもののみを使用。

クレマン　ド　ロワール

トゥール市から東へ約40ｋｍ、典雅な古城が点在するトゥーレーヌ地区の小さな村にドメーヌ。基本的に農薬は使用せず、化学肥料もなるべく与えない自然派のス
パークリングワイン。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

スペイン カタルーニャ ロジャーグラート 2018 辛口
ガルナッチャ70%、ピ

ノ・ノワール30%

スペイン カタルーニャ ロジャーグラート 2018 辛口
ガルナッチャ70%、ピ

ノ・ノワール30%

スペイン カタルーニャ ロジャーグラート 辛口
チャレッロ40%、マカベ
オ30%、パレリャーダ

30%

スペイン カタルーニャ ロジャーグラート 辛口
チャレッロ45%、マカベ
オ30%、パレリャーダ

25%

スペイン カタルーニャ ロジャーグラート 辛口
シャルドネ38%、チャ
レッロ25%、マカベオ

20%、パレリャーダ17%

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

カヴァ ブリュット・ナチュール

厳選した質の高いぶどうを長期熟成することで、柔らかくフレッシュな果実味、複雑味、
そしてクリーミーな舌触りが感じられ、バランスの良い味わいを楽しめます。

カヴァ グラン・レセルバ ジョセップ・ヴァイス

きめ細やかな泡立ちで、シルクのような滑らかな口当たり。フレッシュな酸、ミネラル感、柑橘系果実とともに、
熟した果実味や長期熟成による奥深さも感じられます。

カヴァ コンパルティール フレンズ

「動物」「愛」「平和」を胸に抱いて描かれた作品。ダイバーシティに溢れる世界観がダイナミックに表現されており、
コンパルティール“分かち合う”というコンセプトにぴったりなデザインです。

カヴァ ゴールド・ブリュット

ハーブレモンやグレープフルーツのようなシトラス系の味わい。きめ細やかな泡が口の中に溶け込み、後味に感じる塩味が全体をきれいにまとめています。

2022年　夏のリカーセレクション

No.013 <ロジャーグラート>限定商品入り! ビンテージカヴァを味わう5本セット

長期熟成プレミアムカバのパイオニアとしてヴィンテージカバのみを生産してきた＜ロジャーグラート＞は、
創業１４０周年を記念し、障がいのあるアーティストの自律的な創作活動を支援するプロジェクトとして、

スペイン語で“分かち合う”を意味する「コンパルティール」シリーズを特別限定発売しました。
ボトルデザインに使用したアート作品は、「障がい者アート協会」様にご提供いただいたものです。

コンセプトにふさわしい作品を選定し、「HANABI」「フレンス」の２本を特別仕様で作成いたしました。
＜ロジャーグラート＞では、毎年の最高品質のワインを原料とし、その中でも特別な存在であるグラン・レセルバは、

厳選された最高のワインを贅沢に使用し、ぶどう品質が基準に満たない年には生産を行わない希少なカヴァです。
本格的なカヴァを求める世界中の愛好家に幅広く親しまれている＜ロジャーグラート＞のカヴァを是非お楽しみください。

商品名

カヴァ コンパルティール HANABI

コンセプトは「虹色花火」で、一つひとつの願いや感謝が、魂の結晶となっている様子をイメージ。光が弾ける瞬間に立ち会えたら、
それは未来への架け橋になってくれるという想いが込められています。



国 地域 生産者名 味わい セパージュ 画像 国 地域 生産者名 味わい セパージュ 画像

スペイン カタルーニャ ブライ スペイン カタルーニャ カ・ネストラック 辛口

ガルナッチャ・ブラン
カ、チャレッロ、マカベ
オ、モスカテル、シャル

ドネ

スペイン ラ・マンチャ クオルム スペイン ガリシア マーティン・コダック 辛口 アルバリーニョ

スペイン カタルーニャ カサ・デ・モン スペイン カタルーニャ ロケタ・オリヘン
ミディアムボ

ディ
テンプラニーリョ

スペイン カタルーニャ ソレール・ジョベ 辛口
マカベオ、

チャレッロ、
パレリャーダ

スペイン カタルーニャ ロケタ・オリヘン
ミディアムボ

ディ
ガルナッチャ

スペイン カタルーニャ ロケタ・オリヘン 辛口
マカベオ、
シャルドネ

スペイン
リベラ・デル・

ドゥエロ
アルスアガ・ナバロ フルボディ テンプラニーリョ

スペイン カタルーニャ ロケタ・オリヘン 辛口
ガルナッチャ・

ブランカ

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

シネラ・ガルナッチャ・ブランカ

今注目の品種ガルナッチャ･ブランカ100％。淡い黄色。柑橘系、フローラルを中心とした豊かなアロマです｡フレッシュな酸とミネ
ラリティを伴う爽やかさがはじけるような口当たりの余韻が長いワインです。バルセロナのオシャレなビーチ･レストラン(チリン

ギート)で大人気のワインです。
【おすすめ料理】チーズ、オリーブ実、アヒージョ、魚料理

ロス・コンデス・ブランコ ラ・プランタ

品種は、マカベオ80％、シャルドネ20％。ジャスミンなどの白い花の香りと､パッションフルーツ､グレープフルーツ､りんごなど
の新鮮なフルーツ､酸味と健康的なミネラルをたっぷり感じられ､滑らかな口当たりで､厚みがありボリュームも豊か。バランスの良

くとれた白ワインです。現在のボデガは1898年よりラモン･ロケタ氏により創設されました｡
【おすすめ料理】チーズ、オリーブ実、サラダ、前菜、魚料理

綺麗な樽香とジューシーでボリューム感のある果実味のテンプラニーリョの底力を実感する赤ワインです。赤い果実、ブラックベリー、
ヴァニラとクローブの混ざり合ったチェリーの風味があります。フレッシュな酸味が心地よく、熟成したタンニンが引き立て合っていま

す。豊かな果実味とスパイシーな風味が、どんな料理とも最高のマリアージュを作り出します。
【おすすめ料理】チーズ、フエ・エクストラ、生ハム、イベリコ豚、パエリア

ニトゥス・ブリュット シネラ・ガルナッチャ・ティンタ

熟成期間10～15ヶ月のカヴァ(瓶内二次発酵)。軽快で繊細な味わいが口の中で広がる、フレッシュな辛口のスパークリングワイ
ン。青リンゴやパイナップルなどを想わせる心地よい香りがします。いろいろな料理に合わせられますが、特に食前酒（アペリティ

フ）に最適です。
【おすすめ料理】マンチェゴ・チーズ、フエ・エクストラ、オリーブ実、生ハム

葡萄品種は、ガルナッチャ種100％です。ガルナッチャの優美さを引きたたせたワイン。明るいチェリーレッドの色彩に、フロラールの
ニュアンスを背景として熟した赤果実の豊かな香りが広がります｡爽やかで深みのある味わいが楽しめるワインです。樽熟成3ヶ月。バルセ

ロナのオシャレなビーチ･レストラン(チリンギート)で大人気のワインです。
【おすすめ料理】チーズ、フエ・エクストラ、生ハム、パスタ、フリット

フエ・エクストラ ロス・コンデス・ティント

フエはカタルーニャ地方の言葉で「鞭」という意味。しなるような感触で、白豚の挽肉を胡椒などのスパイスで味付けした腸詰で
す。熟成するとチーズのような可食の白カビが現れます。豚肉の旨みとスパイスが絡み合う、まろやかな後引く味わいです。

サラダ、パスタ、バケットと一緒に。
スパークリングワインや飲み口のやさしい赤ワインと相性抜群です。

やや紫がかった深い紅色。小さいベリー系果実の爽やかな香りで､グラスをまわせば､甘草やペッパーのようなアロマも感じられます｡口に
含んだ時は､若々しくフレッシュで､程よい酸味と熟したタンニンが感じられます。樽熟成3ヶ月。ワイナリーの歴史は、1199年にさかの

ぼり、現在のワイナリーは、1898年にラモン・ロケタ氏により創設されました。
【おすすめ料理】マンチェゴ・チーズ、フエ・エクストラ、生ハム、卵料理、鶏料理

通常､カヴァの製造に用いられるチャレッロ品種を主体としており､みずみずしい果実味と爽やかな酸味が特徴的で､グレープフルーツのア
ロマや後味に紅茶の葉の香りが感じられます。バルセロナの旧市街にある老舗高級ワインショップ『ヴィラ･ヴィニテカ』がオーナーで、

バルセロナの北にあるモンセラート山の丘陵地帯に位置しているワイナリーです。
【おすすめ料理】チーズ、オリーブ実、前菜、魚介料理、野菜料理

マンチェゴ・チーズ アル・アルバ・ブランコ

ドン・キホーテの舞台「ラ・マンチャ」地方で造られるスペインを代表するハードタイプの羊乳チーズ。熟成3ヶ月。羊乳特有の甘
さと香りが有ります。ほのかに辛味と塩味も感じます。ナッツの香りが口の中に広がります。側面の網目模様が特徴的です。

干し葡萄、イチジクなどのドライフルーツやジャムなどと一緒に食すと美味しさが倍増します。
カヴァ・白ワイン・赤ワインと色々なシーンでお楽しみいただけます。

スペインの代表白葡萄と言ったら『アルバリーニョ』｡ガリシア名物のタコや魚介料理に合わせてほしい白ワイン｡フローラルを伴ったフ
ルーツやナッツのニュアンスを感じます。フレッシュな口あたりで、塩味をともなった少し熟した果実味と酸のバランスが絶妙で長い余韻

が続きます。味わいに広がりのあるフルーティーな辛口ワインです。
【おすすめ料理】お刺身・カルパッチョ・魚介料理、天麩羅、オリーブ実

2022年　夏のリカーセレクション

No.014　贅沢おつまみ3種とスペイン バラエティーワイン8本セット

ワインのお供ににぴったりの「オリーブ実」「マンチェゴ・チーズ」「白カビ・サラミ」とバラエティに富んだおすすめスペインワインをセレクトしたセット。
地元の市場に100種類以上並ぶオリーブ実の中でも人気の「マンサニージャ」は肉厚でやわらかく、冷えたカヴァや辛口の白ワインにぴったりです。

スペインを代表するチーズの羊乳「マンチェゴ」は、甘味と塩味と旨味のバランスが良くカヴァ・白・赤ワインがすすみます。
バルセロナのバルの定番「パン・コン・トマテ」と一緒に食べる白カビの腸詰「フエ」は、豚肉の旨みとスパイスが絡み合い、カヴァや赤ワインと相性抜群です。

おつまみとワインをスペインのバルにいる気分でお楽しみいただけるようセレクトしました。

商品名 商品名

オリーブ実　マンサニージャ カ・ネストラック・ブランク

オリーブ実の中でも人気のマンサニージャ種を塩水とハーブで漬け込みました。
グリーンオリーブとも言われるマンサニージャは大粒で実の質が柔らかく、サラダやタパス、ピンチョスの具材に。

爽やかなカヴァと白ワインと一緒に美味しくお召し上がりいただけます。



国 地域 生産者名 味わい セパージュ 画像 国 地域 生産者名 味わい セパージュ 画像

ジョージア カヘティ
ヴァジスバニ・

エステイト
辛口 カフリ・ムツヴァネ イタリア ヴェネト

カンティネ・ピロー
ヴァノ

辛口
メルロー、カベルネ・
ソーヴィニヨン、ラ

ボーソ

ジョージア カヘティ
ヴァジスバニ・

エステイト
ミディアムボディ サペラヴィ チリ

アコンカグア・ヴァ
レー

VSE 辛口 シラー

フランス
ラングドック・

ルーション
LGI ミディアムボディ シラー フランス

ラングドック・ルー
ション

LGI 辛口
ソーヴィニヨン･ブラ

ン

スペイン
カスティー

リャ・ラ・マン
チャ

ハメケン・セ
ラーズ

ミディアムボディ テンプラニーリョ ドイツ ラインヘッセン
ジョゼフ・ドラーテ

ン
辛口

ゲヴュルツトラミネー
ル

イタリア ヴェネト
カンティネ・ピ

ローヴァノ
辛口

ガルガーネガ、ピ
ノ・ネロ

ポルトガル ミーニョ
カーサ・デ・ヴィ

ラ・ヴェルデ
辛口

アリント、ロウレイ
ロ、トレイシャドゥー

ラ、アヴェッソ

南アフリカ共
和国

スパイスアップ タイ ロイタイ

南アフリカ共
和国

スパイスアップ タイ ロイタイ

タイ ロイタイ タイ ロイタイ

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

ロイタイ　トムヤムスープ ロイタイ マサマンカレー　250ml

タイ料理で定番のトムヤムクンにココナッツミルクを加え、ややマイルドで食べやすいスープ。【賞味期間：製造から540日】
お薦めペアリングワイン：スプマンテ グラン・キュヴェ ロゼ、ジョージアン・サン・サぺラヴィ

お好みの具材と一緒に煮込むだけで本格的なマサマンカレーが間単に作れるスープ。【賞味期間：製造から540日】
お薦めペアリングワイン：ジョージアン・サン・ムツヴァネ、ミラーダ　テンプラニーリョ&シラー

スパイスアップ 麻辣ペッパー ロイタイ グリーンカレー

唐辛子、花椒、シーソルト、生姜のミックススパイス。ミル付きの容器でいつでも挽き立ての美味しさを楽しめる。
【賞味期間：製造から720日】

お薦めペアリングワイン：エスカル ソーヴィニヨン・ブラン
料理例：四川そーめんチャンプル

お好みの具材と一緒に煮込むだけで本格的なグリーンカレーが間単に作れるスープ。【賞味期間：製造から540日】
お薦めペアリングワイン：ゲヴュルツトラミネール カビネット、コッレツィオーネ　ロザート

スパイスアップ レモンペッパー ロイタイ レッドカレー

レモンがほのかに香るミックススパイス。ミル付きの容器でいつでも挽き立ての美味しさを楽しめる。
【賞味期間：製造から720日】

お薦めペアリングワイン：プルマ ヴィーニョ・ヴェルデ
料理例：パクチー冷しゃぶ

お好みの具材と一緒に煮込むだけで本格的なレッドカレーが間単に作れるスープ。【賞味期間：製造から540日】
お薦めペアリングワイン：、エスカル シラー、VSE クラシック ロゼ

スプマンテ グラン・キュヴェ ロゼ プルマ ヴィーニョ・ヴェルデ

ラズベリーや木苺の爽やかな香りとキメ細やかな泡立ちが心地良い、フレッシュ&フルーティーな辛口ロゼスプマンテ。 微発泡がとても心地良いフレッシュ＆フルーティな白ワインです。

ミラーダ　テンプラニーリョ&シラー ゲヴュルツトラミネール カビネット

果実味たっぷりで凝縮感があり、酸とタンニンのバランスも程よい、飲みごたえのある赤ワインです。 はつらつとしたフレッシュな味わいに、柑橘類の爽やかな酸味とほろ苦い余韻を楽しめる辛口白ワインです。

エスカル シラー エスカル ソーヴィニヨン・ブラン

果実味たっぷりで凝縮感があり、スパイシーできめ細やかなタンニンが心地良い余赤ワインです。 はつらつとしたフレッシュな味わいに、柑橘類の爽やかな酸味とほろ苦い余韻を楽しめる辛口白ワインです。

紅茶葉、ハーブ、スパイスの爽やかな香りとともに、ミネラル豊かな果実味が楽しめる辛口ロゼワインです。

ジョージアン・サン・サぺラヴィ VSE クラシック ロゼ

オリエンタルスパイスの複雑な香りが楽しめ、フレッシュな果実味となめらかな渋みが見事に調和した赤ワインです。 赤い果実を丸ごと食べたようなフレッシュ感が広がる、コストパフォーマンスに優れた辛口ロゼワインです。

2022年　夏のリカーセレクション

No.016　スパイス＆エスニック食材と楽しむ 厳選ペアリングワイン10本セット

夏にぴったりのスパイス＆エスニック食材と楽しむデイリーワインをセットにしました。
カルディでお馴染みの「スパイスアップ」2種と、「ロイタイ」4種の夏を彩るスパイス･エスニック食材と楽しめる、バラエティー豊かなペアリングワイン10本セットです。（オレンジ×1、赤×3、ロゼ×3、白×

3）
スパイスアップ（2種）：ミル付きの容器でいつでも挽き立ての美味しさを楽しめるミックススパイスです。味わいのアクセントはもちろんのこと、テーブルコーディネートをお洒落に演出します。

ロイタイ（4種）：タイ料理で定番のトムヤムクンと、タイカレーを3種類（グリーン、レッド、マサマン）セレクトしました。お好みの具材と一緒に煮込むだけで、お店のような本格的な味わいを簡単に再現できま
す。

厳選ペアリングワイン（10本）：オレンジワイン、ロゼ、ゲヴュルツトラミネール、シラー等、エスニックをはじめとするスパイスの効いた料理と一緒に楽しめるペアリングワインを10本厳選しました。"ワイン"と
"エスニック料理"は、甘味･酸味･辛味等、共通の要素がとても多く、お互いの良さを引き立て合う好相性な組み合わせです。

ペアリング例①："ロイタイ トムヤムスープ" × "スプマンテ グラン・キュヴェ ロゼ"
ペアリング例②："ロイタイ グリーンカレー" × "ゲヴュルツトラミネール カビネット"

暑い夏に欲する、"ピリッとした辛さ"と"ハーブ香る爽快感"にピッタリなフード＆ワインをご堪能ください。

商品名 商品名

ジョージアン・サン・ムツヴァネ コッレツィオーネ　ロザート

芳醇な果実味に豊かな酸味が溶け込み、紅茶のような心地良い苦味が楽しめるオレンジワインです。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

フランス ラングドック
シャトー・リヴィエー

ル・ル・オー
辛口

ブールブラン50％、グルナッ
シュ・ブラン30％、マルサン

ヌ10％、ルーサンヌ10％

シチリア シチリア ワイン・ピープル 辛口 フィアーノ100%

スペイン
カスティーリャ・
ラ・マンチャ州

セレクシオン・ルセンド 辛口
ヴィオニエ80％　シャルドネ

20％

アメリカ カリフォルニア
ラピス・ルナ・ワイン

ズ
辛口 シャルドネ100％

チリ
セントラル・ヴァ

レー
ヴィニャ・マーティ 辛口

ソーヴィニョン・ブラン
100%

ニュージー
ランド

マールボロ ミスティ・コーヴ 辛口
グリューナー・ヴェルトリー

ナー

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

ランドマーク・グリューナー・ヴェルトリーナー

抽出したモストの75%はステンレス発酵、25%はアカシアの大樽で昔ながらの製法で発酵を行い、最後にブレンドをします。輝きのある淡い黄色の色調。レモンやグレープフルーツを思わせる柑橘
の香りや、カリン、洋ナシの豊潤な香り。生き生きとした酸味、ミネラル感があり、滑らかな質感を感じる。余韻がとても長く感じられる。香り、酸味、質感が魚介料理ととても良い相性を見せてく

れる。

ラピス・ルナ・シャルドネ

Mendocino Pauli Ranch(90%)のシャルドネはステンレスで発酵・熟成、Clarksburg(10%)のシャルドネはステンレス発酵後、9か月新樽で熟成を行う。オレンジゼストや完熟パイナップルを思
わせる華やかな果実味に続いてトーストやバニラの香ばしい樽香。 厚みのある味わい、完熟リンゴや白桃を思わせるフレッシュで活き活きとした果実味、僅かにアクセントを添える風味の良いバター

のような余韻。

パチャ・レゼルヴァ・ソーヴィニョン・ブラン

熟成中はシュール・リーの状態を維持し、品種のもつ個性と、ワインとしてのコクを最大限引き出すようにします。グレープフルーツやパッションフルーツ主体のアロマに続き、ハーブや緑胡椒を思
わせる、独特の複雑な風味があります。華やかな香り、味わいは辛口で、生き生きとした酸味が飲むたびにリフレッシュさせてくれるようです。ボディはやや厚めで、口の中を覆うような粘性をわず

かに感じます。

ミオパッソ・フィアーノ

目を奪われるような輝きのあるグリーンイエロー。粘性は高く、酒質は滑らか。ネクタリン、ミネラル、スイカズラなどフローラルのなかに甘酸っぱい官能的な香りを内包している。口に含むと、口
中から体内にゆっくりとなだらかに染み込んでいく優しい味わい。しかし繊細なだけでなく、しっかりとした飲みごたえを感じることができる。シーフード料理にマッチします。

マルタ・シベリーナ

香りの第一印象はフレッシュなはちみつレモン。夏の青空を思い出すような爽やかさ。グラスを回すとグレープフルーツ、レモングラスやカルダモン、タイムのようなハーブの香り、 ヴィオニエ特有
の白い花の香りが華やかに香ります。口に含むと、生き生きとした酸味とミネラル感を心地よく感じる。アフターには完熟したグレープフルーツのようなほんのりとした苦味が味わいを引き締めま

す。スペインらしいヴィオニエと、溌剌とした酸味と果実味を引き出すシャルドネのバランスが非常によい一本です。

2022年　夏のリカーセレクション

No.018　オン・ザ・ロックで楽しめる、夏に飲む白ワイン6本セット

近年夏になると、夏に楽しむワインとして氷を入れたワインや、オンザ・ロックで飲むワインなどの文言が増えてきましたが、もともとワイン大国ヨーロッパでは、夏にな
るとよく見かける風景で、思い思いにワインを楽しんでいます。今回ご紹介するワインは、しっかりとした味わいと、華やかで香りの広がりが強いタイプのワインをセレク

トしました。
フランス・ラングドック産のワインはボリューム感のある果実味が特徴、生産者は元シャトー・ラフィットの醸造責任者だった、エリック・ファーブル氏です。イタリアの
フィアーノ100%のワインは、ふくよかでリッチな印象の白ワイン、甘酸っぱい官能的な香りが特徴です。スペイン産のワインはボリューム感のあるヴィオニエと酸バラン
スを取るシャルドネをブレンド。しっかりとした果実味が感じられます。カリフォルニアのシャルドネは、ニューワールドらしいボリュームのあるタイプ、後味にほんのり
とした果実由来の甘味も感じられます。チリワインは芳香性の強いソーヴィニヨン・ブラン、華やかな香りで果実味が豊かなタイプです。ニュージーランドワインは、オー

ストリア原産の固有品種のグリューナー・ヴェルトリーナ、
柑橘系のアロマとほんのりとした白コショウのスパイスのニュアンスが感じられる、香り高いワインです。

この夏は、個性豊かな白ワインを、オン・ザ・ロックで是非お楽しみ下さい。

商品名

クラシック・ブラン

ブドウの品質を高めるため、1ヘクタール当たりの収量を低収量に抑え、凝縮したブドウを栽培しワイン醸造。光沢のある金黄色、春に咲く花を束ねたようなエレガントなブーケ、アカシアの花、そ
してアニスやフェンネル を思わせるスパイスのアロマ。滑らかな質感で、リッチな味わいがあり、長い余韻も楽しめる。白桃を思わせる柔らかいバランスの取れた味わいと、ミネラル感、フレッシュ

な味わいが同居するワイン。



国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像 国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

イタリア ロンバルディア モンドデルヴィーノ NV 辛口 ピノ・ネーロ イタリア マルケ ウマニロンキ 辛口 ヴェルディッキオ

イタリア
エミリア・ロ

マーニャ
ドネリ NV 辛口 トレッビアーノ イタリア サルデーニャ セッラ＆モスカ 辛口

ヴェルメンティーノ50%、
トルバート30%、ヌラーグ

ス20%

イタリア ヴェネト ナターレヴェルガ 辛口 シャルドネ イタリア プーリア テアヌム 辛口
トレッビアーノ、ファ

ランギーナ

イタリア トスカーナ バンフィ 辛口
シャルドネ、ソー
ヴィニョン・ブラ

ン
イタリア シチリア サラパルータ 辛口 インツォリア

イタリア ウンブリア ファレスコ 辛口 グレケット

イタリア ラツィオ
フォンタナカンディ

ダ
辛口

マルヴァジーア、
ボンビーノ、グレ

コ

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

ローマ・ビアンコ

永遠の都と称され、今も昔も世界中の人々を惹きつけてやまない魅力的な都市、ローマの名を冠したD.O.C.ワイン。フラスカーティの造り手として名高いフォ
ンタナ･カンディダ社ならではの、フレッシュで香り高い味わいの白ワインです。

ヴィティアーノ・ウンブリア・グレケット

古くからある地元のブドウ品種を相性のよい土壌で育て、エキス分の凝縮したブドウに育てることに成功。スキンコンタクトにより、華やかな香りが特徴のエ
レガントな味わいのワインに仕上がっています。

リーヴォ・ビアンコ テッレ・ダガラ・ビアンコ

爽やかでバランスが取れており、快活なフルーツの香りを持つ辛口ワイン。トスカーナのバンフィ社の畑で栽培された白ブドウから造られる、フレッシュでみ
ずみずしいワインです。

シチリア中西部の丘で収穫されたブドウから造られる、爽やかで軽やかな飲み心地の白ワイン。輝く麦わら色に、濃厚でフルーティな香り。生き生きとした酸と果実味
が調和した、辛口でバランスのよいワインです。

レ・ローヴォレ・シャルドネ・ヴェネト カステッリ・ディ・セヴェリーノ・プーリア・ビアンコ

9月に注意深く選別し、収穫したブドウを温度管理下で醸造し、ステンレスタンクで寝かせて造られたワインです。麦わら色に、繊細でフルーティな香り。非
常にフレッシュで生き生きした味わいです。食前酒として、また魚、魚介や白身肉の料理とお楽しみいただけます。

淡い黄色。フローラルなアロマと淡い黄色のフルーツの香りが広がり、フレッシュな酸味も感じられます。シーフードなどの前菜に最適です。

古代ギリシャの壷（アンフォラ）をかたどったボトルが特徴。緑がかった輝く麦わら色に、繊細なフルーツの香り。フレッシュでフルーティ、キリッとした味わいで、
ビターアーモンドを思わせる余韻が印象的な白ワインです。

トレッビアーノ・ルビコーネ イ・ピアーニ・ビアンコ

麦わら黄色のフレッシュでフルーティな白ワイン。マロラクティック発酵の後、ワインはステンレスタンクで数ヶ月寝かしてからボトリングが行われます。食
前酒として、また、白身肉や魚料理、ソフトチーズに合わせてお楽しみいただけます。

アルゲーロの北部、日当たりが大変よく海からの風が心地よい、ブドウ栽培に最適な土地にあるセッラ＆モスカ社の畑で栽培されたブドウを使って造られるワイン。雲
ひとつない空の下でアロマ豊かなワインが生まれます。サルデーニャの地ブドウと、地中海地方のブドウをブレンドして造られるこのワインは、しっかりしたミネラル

感があり、前菜やシーフードとの相性が抜群です。

2022年　夏のリカーセレクション

No.019人気の微発泡ワイン含む！冷やして美味しいイタリア白ワイン10本セット

イタリア10州より暑い夏にぴったり、すっきり爽やかな味わいの辛口白ワイン10本セットです。〈
ピノピノ・フリッツァンテはロンバルディアのピノノワール100％で造られるブラン・ド・ノワール。優しい微発泡で爽やかな味わい。

トレッビアーノ・ルビコーネは毎日のお食事と合わせて飲めるすっきりとした味わい。
レ・ローヴォレ・シャルドネ・ヴェネトはヴェネト州のシャルドネ100％の非常にフレッシュで生き生きとした味わい。

リーヴォ・ビアンコはトスカーナの名門バンフィよが造る、果実感のある香りと味わいで非常にバランスの取れた一本です。
ヴィティアーノ・ウンブリア・グレケットはウンブリア州の土着品種グレケット100％。華やかな香りが特徴的です。

ローマ・ビアンコは国際都市ローマの名を冠したDOCでボリューム感のある味わい。
ヴェルディッキオ・クラッシコはマルケ州を代表するぶどうヴェルディッキオ100％、ビターアーモンドを思わせる余韻が特徴的な一本。

イピアーニ・ビアンコはサルデーニャ州の代表品種をバランスよくブレンド。心地よいミネラル感が印象的。
カステッリ・ディ・セヴェリーノ・プーリア・ビアンコは大ワイン産地プーリア州のフレッシュな果実味が軽やかな一本です。

テッレ・ダガラ・ビアンコはシチリアの土着品種インツォリア100％。シチリアらしいフルーティな白ワインです。

商品名 商品名

ピノ・ピノ・フリッツァンテ ヴェルディッキオ・クラッシコ

黒ブドウのピノ・ノワールから造った白ワインです。フレッシュでエレガントなフリッツァンテ（弱発泡性ワイン）で、複雑な味わいを感じられつつも非常に
飲みやすく心地よいワインです。（ロンバルディア州産）



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

フランス ブルゴーニュ ロシュバン 2020 ミディアムボディ シャルドネ

フランス ボルドー 辛口 ソーヴィニヨンブラン

フランス ロワール ソーヴィオン 辛口 ソーヴィニヨンブラン

イタリア マルケ ボッカ フォスカ 辛口
ヴェルディッキョ・
ディ・カステッロ・

ディ・イエージ100%

ドイツ ラインガウ アレンドルフ 辛口 リースリング

スペイン ペネデス トーレス 辛口 パレリャーダ

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

マスラベル　ブランコ

トーレス、「マスラベル」はトーレス社の畑の真ん中にある歴史的な中世の農家を改装したプライヴェート・レストラン専用のワインとして造られました。美しく淡い黄金色の色調を
もち、フレッシュなリンゴやハーブの風味が香る、切れ味の良い辛口。パレリャーダ種

ヴェルディッキオ デル カステッリ ディ イエージ ラッジ ディウヴァ

強いグリーンの反射を持つ輝く麦わら色。シトラスのインパクト。新鮮な果物や白い花の香り。爽やかな酸のフルーティーな味わいで独特のスイートアーモンドの余韻を感じる。魚介
のグリルに。

セーヴ・ウォーター　ドリンク・リースリング

今年の夏は、水を飲むくらいなら、リースリングを飲もう！カジュアルに楽しめるすっきりリースリング。スクリューキャップで場所を選ばずに楽しんでください。

シャトー・ベルキューレ

 口に含むと豊富な酸味を伴ったグレープフルーツのような甘みと苦味が広がり、そのまま長く余韻を残す。 スッキリと飲むならしっかりと冷やして、ジックリと飲むなら冷やしすぎず
に味わいたい。

ソーヴィニヨン・ブラン

白い花の香りとマンダリンオレンジのような柑橘系のニュアンス。　郷土料理のシュークルーとよく合い、酢の物や、サラダ類など酸味のある軽い料理との相性が特に良いです。

2022年　夏のリカーセレクション

No.020　食中酒におすすめ　ヨーロッパ辛口白ワイン6本セット

欧州4カ国から辛口の白ワインを集めました。果実と酸のバランスが秀逸なブルゴーニュのシャルドネや、爽やかな香りが特徴的なボルドーのソーヴィ
ニヨン・ブランなど各地の個性を持ったワインを揃えております。

どのワインも食事と合わせやすいため食中酒としてお飲みください。

商品名

ロシュバン　ブルゴーニュ　シャルドネ　VV

生産者について：ブルゴーニュ・マコン地区の中心部、アゼ村に1921年から続くドメーヌ。56haの所有畑は、標高250～350mのなだらかな斜面に広がっており、抜群の水はけと
太陽の恩恵を受ける好条件にあります。最新の醸造設備からフレッシュでとても安定したワイン造りを行っています。2004年からリュット・レゾネ栽培を実践、2018年にHVE（環

境価値重視）認証を取得。さらに2020年からは有機栽培にも取り組んでいます。
ワインについて：石灰質土壌由来のミネラル感と、キレイな酸が特徴。ピュアで新鮮な果実味と、程よい樽香が心地よいワインに仕上がっています。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

フランス ロワール ドメーヌ デュラン 2020 辛口 ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝﾌﾞﾗﾝ100%

フランス
コート ド ガスコー

ニュ
ニコラ デュフール 2019 辛口 ｺﾛﾝﾊﾞｰﾙ80%､ｸﾞﾛﾏﾝｻﾝ20%

イタリア ヴェネト ボッター カルロ 2020 辛口 ﾋﾟﾉｸﾞﾘｰｼﾞｮ100%

イタリア シチリア
カンティーナ フィー

ナ ヴィニ
2020 辛口

ﾄﾗﾐﾈｰﾙｱﾛﾏﾃｨｺ90%ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ
ﾌﾞﾗﾝ10%

スペイン イェクラ
ボデガス ラ プリシ

マ
2020 辛口 ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝﾌﾞﾗﾝ100%

スペイン リアス バイシャス
レクトラル ド ウミ

ア
2020 辛口 ｱﾙﾊﾞﾘｰﾆｮ100%

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

ビーニャバデ アルバリーニョ

スペイン北西部のリアス・バイシャス地方で作られた高級白ワイン。世界で最も魚貝に合う白ワインと評価が高いもの。アルバリーニョ種本来の華やかでフレッシュ風味が上品に広がる一品で
す！

フィーナ キケ

近年シチリアで最も評価が上がり続けているフィーナ社が愛娘の愛称をつけて送り出す高品質な白ワイン！標高の高い丘で作られたトラミネール主体の白ワイン。心地良いスパイスに花のような
ニュアンスの香りが有り、熟した果実の味わいに新鮮な酸味が調和しています！

オールド ハンズ ソーヴィニヨン ブラン オーガニック

地中海に面した南スペインのムルシア州で作られたソーヴィニヨン・ブラン。オーガニックぶどうで作らてたワインは、白い花のような香りにフレッシュで熟した果実の風味が心地よく広がりま
す！

サン ランヌ ブラン

南フランスの地ぶどうで作られた白ワインは、2つの公式コンクールで金賞を受賞したもの。低温発酵の後、澱と共にに3～6ヶ月寝かせて作られ、香り豊かで果実の旨みが味わえる逸品です！

ピノグリージョ デッレ ヴェネツィエ オーガニック

イタリア北部のヴェネト州で作られたピノグリージョは、ステンレスタンクでの低温発酵により、フレッシュさと果実の風味を最大限にキープして作られます。リンゴの風味を伴った華やかでフ
レッシュな香りとオーガニックらしいピュアな果実味とミネラル感が楽しめる、魚介料理にぴったりの逸品です！

2022年　夏のリカーセレクション

No.21　銘醸地サンセール入り！金賞受賞白ワイン6本セット

フランスの庭と称されるロワール地方の銘醸ワイン「サンセール」を含む、暑い夏にピッタリの白ワインを集めた厳選ワインセット。フランス、イタリア、スペ
イン各地から集めた白ワインは、全て国際コンクールで金賞を受賞したワインです。

フランスからは「サンセール」と「サンランヌブラン」。サンセールはロワール川上流に位置し、標高が250mほど高い位置にあるため、周囲より冷涼な気候で
スッキリとした味わいとソーヴィニヨンの品種特徴であるハーブ香が特徴です。フランス南西部に位置するガスコーニュのワイン「サン ランヌ ブラン」は、コ
ニャックやアルマニャックといったブランデーの製造地として有名ですが、若手の生産者たちがブランデーにも使用される品種“コロンバール”を中心に香り高

く華やかなワインを生産しています。
イタリアからは北部イタリアと南部イタリアの対比が楽しめるワインをご案内します。北部・ヴェネト州を中心に栽培される「ピノグリージョ」は、ピュアでク
リーンな味わいで、魚介を中心にどんなお食事にも合わせられる万能選手です。また、「フィーナ キケ」は愛娘の愛称を名付けたワイナリーのスペシャルキュ

ヴェです。800ｍ級の高地で育てられたぶどうはキリリとした酸味とシチリアの太陽を浴びた果実味が見事に調和しています。
スペインからは南東部のソーヴィニヨン品種を使用したオーガニックワイン「オールドハンズ」と、最近注目の北西部ワイン「アルバリーニョ」が楽しめます。

どちらもスペインらしいハツラツとした果実味をお楽しみいただけます。

商品名

サンセール

この素晴らしいサンセールは、上品なミネラル感と柑橘系の果実や白い花の香りが特徴的です。バランスのとれたフルーティーでフルボディの味わいとフィネスを伴った力強く素晴らしい余韻
は、専門家もうならせる逸品です。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

フランス シャブリ
セバスチャン
クリストフ

辛口 シャルドネ100％

フランス アルザス エミール・ベイエ 辛口 リースリング100％

フランス ロワール ドメーヌ　マンシャン 辛口
ソーヴィニヨンブラン

100％

スペイン
リアス・

バイシャス
トマダ・デ・

カストロ
辛口 アルバリーニョ 100％

オーストリア ランゲンロイス ヴェスリ 辛口
グリューナー

・フェルトリーナー
100％

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

グラン・リバド　アルバリーニョ

 リアス・バイシャスの代表的サブ・リージョン、バル・ド・サルネスのクラシックな魅力をシンプルに楽しむために生まれた正統派アルバリーニョ。

グリューナー・フェルトリーナー・フェリックス

魅力的なスパイスやペッパー、シトラスフルーツ、牧草、ハーブ、リンゴ類のフルーツのアロマ。
クリスピーでスリムな印象、生き生きとしたレモンの皮、グレープフルーツのニュアンス。直線的な味わい。

リースリング　トラディション

アイシュベルクの斜面下及びエギスハイムの集落の南側にある自社畑のブドウと、リクヴィルやファッフェンハイムなど中部アルザスからの買付けブドウをブレンド。
熟度の高いクリアな果実をクリスピーな酸の背骨が支える。南部アルザスらしいふくよかな味わいが楽しめる。

ヴァランセ　ブラン ル・クロ・ドローム

レモンやオレンジなどの黄色い柑橘類や黄桃などのよく熟した果実の中に、青いハーブが爽やかに香る。
クリアで柔らかな果実味がしっかりとした酸を包み込み、フレッシュさとボリューム感のバランスが非常に良い。

きらきらと光るようにミネラルがちりばめられている。華やかな余韻には心地よいホロ苦さも感じられる。

2022年　夏のリカーセレクション

No.022　シャブリ入り!　ヨーロッパ周遊辛口白ワインモノセパージュ5本セット

ヨーロッパを代表する産地から、辛口ワインを厳選いたしました。5種類すべてステンレスタンクで発酵・熟成されたワインなので、
ぶどう本来の味わいを堪能いただけます。

＜セバスチャン・クリストフ＞：フランス国内でも一流ホテル・レストランでしか目にしない、隠れた優良生産者。
＜エミール・ベイエ＞：南部アルザスの温暖な気候だからこそ生まれるふくよかさや華やかさを、存分に表現。フランスのワイン評価誌『ラ・レヴュ・

デュ・ヴァン・ド・フランス』ではアルザスのトップ生産者の一人として取り上げられている。
＜ドメーヌ・マンシャン＞：定番のサンセールでは飽き足らない愛好家を最も満足させるA.O.Cメヌトゥ・サロン。そのテロワールは、よりエキゾチックな

アロマを備える。通常ありえない程の完熟を待った収穫で、その魅力を表現している最上の生産者。
＜トマダデカストロ＞：リアスパイシャスの中心地、バルド・サルネスで100年以上に渡り代々ブドウ栽培。正統派アルバリ-ニョは、リアスパイシャスの

お手本的存在。
＜ヴェスリ＞：自然なブドウ栽培にサスティナビリティの概念を取り入れた「テラファクトゥム」という独自のコンセプト。果実の暖かさや濃厚さといった

カンプタルの魅力を持ちながら、あくまでもエレガントでピュアな酸とミネラルが光るワインを造る。

商品名

シャブリ

樹齢約25年。レモン、白桃、火打石、白い花が溶け込んだアロマ。口に含むとフレッシュかつ柔らかな果実味がじわじわと広がっていく。
中心にはピンと伸びる酸があり、心地よい甘みと緊張感のあるミネラルのコントラストが美しいエレガントなフィニッシュにつながる。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

イタリア シチリア プラネタ トル 辛口 カリカンテ100％

イタリア シチリア セッテソリ トル 辛口  100％　シャルドネ

イタリア シチリア セッテソリ トル 辛口 100％　グレカニコ

イタリア シチリア セッテソリ トル 辛口 グリッロ１００％

イタリア シチリア ボッテール トル 辛口 インツォリア 100%

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

“イニコン”　グリッロ

レモンやマンダリンの柑橘系のアロマに花の香りのアクセント。味わいはフレッシュでミネラル感が豊富。心地よい余韻が続きます。

ナティヴォ・インツォリア

フルーティでエレガントな味わい。ヴァニラの風味が特徴的。

“マンドラロッサ”シャルドネ

金色がかった黄色。よく熟したシャルドネに由来する、穏やかな酸味の、まろやかで厚みのある味わい。

“マンドラロッサ”グレカニコ

透明感のある黄色。トロピカルフルーツを思わせる甘い香りが楽しめる、コクのあるまろやかな白ワイン。

2022年　夏のリカーセレクション

No.023　キリッと辛口　シチリア島の白ワイン５本セット

今や世界が注目するイタリアのシチリアワイン。シチリアワインを世界的に有名にしたプラネタワインを含む、シチリア島のキリッと夏
に飲みたい白ワインを選りすぐんでセットにしました。単一品種でのシチリアワインの飲みくらべも楽しみながら存分に満喫できるセッ

トになってます。

商品名

エトナ・ビアンコ

テレビントはグリッロ100％で造られた、アロマティックでフルーティ、バランスの取れた複雑味を持ち合わせる、ふくよかでボリューム感のある白ワインです。グリッロは、カタ
ラットの美しい酸に由来するフレッシュさとミネラル感、ジビッボのアロマティックさを兼ね備えたシチリアの交配品種で、名前のテレビントとは、ワイナリーの近くに生息する、

シチリアのみならず地中海圏各地でとても馴染の深い大きな葉をつける低木で鮮やかな美しい赤い花を付ける木です。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

フランス
コート・

デュ・ローヌ
レ・ヴァン・

ド・ヴィエンヌ
辛口

ｳﾞｨｵﾆｴ、ｼｬﾙﾄﾞﾈ､ﾏﾙｻﾝﾇ、
ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ

フランス
コート・

デュ・ローヌ
E・ギガル 辛口

 ヴィオニエ、ルーサンヌ、マルサン
ヌ、クラレット、ブールブーラン、

グルナッシュ・ブラン

フランス
コート・

デュ・ローヌ

ドメーヌ・ド・
フォンドレッ

シュ
辛口

グルナッシュ・ブラン30%、ルーサ
ンヌ30%、クレレット30%、ロー

ヌ10%

フランス
コート・

デュ・ローヌ
ルイ・ベルナー

ル
辛口

グルナッシュ・ブラン
ルーサンヌ、他

フランス
コート・

デュ・ローヌ
ギョーム・ゴネ 辛口

ヴィオニエ40％、グルナッ
シュブラン30％、ルーサン

ヌ30％

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

2022年　夏のリカーセレクション

No.024　夏食材とペアリング抜群！ローヌ地方白ワイン５本セット

老舗星付きレストランが多数ある美食の街リヨンを有し、フランスでは大人気エリアのローヌ地方のワイン。
ローヌの白ワインの魅力が詰まった主要ぶどう品種をラインナップしました。

コート・デュ・ローヌの白ワインは単一品種で造るものもありますが、多種多様な品種をブレンドさせて造ることが特徴です。
ヴィオニエ、マルサンヌ、ルーサンヌという白ブドウ品種が主に使用されており、アプリコットやピーチ、花束やアカシアの密のような香り

の芳醇さが特徴です。味わいはフレッシュな果実味と穏やかな酸、ほっとする旨味と余韻にほろ苦さが残り、秀逸なバランスです。
その他、グルナッシュ・ブラン、クレレット、ロールなどぶどう品種がバラエティーに富んでおり、豊かなフルーツの味わいが楽しめます。

アロマティックな味わいはエスニック料理やスパイシーな中華料理などとの相性も抜群です。
キンキンに冷やしても味わいがしっかり感じられ、味のしっかりとした夏野菜を使ったお料理と相性抜群です。

香り豊かでコクのある味わいをお愉しみください。

商品名

ルメアージュ・ヴァン ・ド・フランス・ブラン

1996年に3名の優秀で著名な醸造家（Ｆ．ヴィラール、Ｙ．キュイユロン、Ｐ．ガイヤール）が設立。3名の能力を結集して造られる、フランスでも注目されている生産者。ヴィオ
ニエとシャルドネの絶妙なブレンド。すっきりとしながらコクもある香り豊かな辛口。

コート・デュ・ローヌ・ブラン

妥協なきワイン造りを継承する、ローヌワインの帝王。トップキュヴェの味わいを彷彿とさせる、芳醇な果実味が魅力の飲み応えのある白ワイン。

フォンドレッシュ・ブラン

透明感があり鮮やかな輝きを持った白ワイン。フレッシュなフルーツのニュアンスと、華やかなフローラルの香りが魅力的で、南フランスのスパイス的なニュアンスも多く、ミネラル
感と心地よい酸味のバランスが取れた、上品でエレガントな味わいの白ワイン。

コート・デュ・ローヌ・ブラン

南フランスの太陽の恵みを存分に受けて育まれたグルナッシュブランやルーサンヌ等をブレンドしています。

コート・デュ・ローヌ・ブラン・ル・レヴール

1600年頃からシャトーヌフ・デュ・パプに居を構えるゴネ家のギョーム・ゴネによるマイクロネゴシアン。グレープフルーツのような柑橘類、白桃、白い花のアロマが非常に印象的
で複雑に呈しています。心地よい酸とミネラルが口中では広がり、終盤に感じられる塩味が全体を引き締めています。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

フランス ブルゴーニュ ジャン・クロード・コルトー トル 辛口 シャルドネ

フランス ブルゴーニュ
レ・ゼリティエ・デュ・コントラ

フォン
トル 辛口 シャルドネ

フランス ボルドー クラレンス・ディロン トル 辛口
ソーヴィニヨン・ブラ
ン、セミヨン、ミュス

カデル

フランス ロワール パスカル・ジョリヴェ トル 辛口
ソーヴィニヨン・ブラ

ン

フランス
ラングドック・

ルーション
ジェラール・ベルトラン トル 辛口

ルーサンヌ、マカ
ブー、ブールブーラ

ン、マルサンヌ

フランス アルザス トリンバック トル 辛口 リースリング

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

リースリング・３９０・アニバーサリー

2016年に創立390周年を迎え、この節目に造られたアニバーサリーボトル。古くから親交のある生産者から買い付けた2016年ヴィンテージのブドウで生産。アルザスの各アペラシオン
のブドウをブレンド。アルザスの特徴であるモザイク土壌をコンセプトに、ワインメーカーであるピエール・トリンバック氏が厳選したブドウを使用。緑がかった美しい黄金色。香りは、
熟した白い果実と花の香りの繊細なブーケ。ドライなスタイルのリースリングで、美しい酸が長い余韻をもたらします。トリンバックのワインは、世界中の一流レストランでオンリストさ

れており、世界各国の偉大なプレステージ・キュヴェと堂々肩を並べる存在である。

サンセール

ロワール屈指の優良生産者であり、自然派の造り手としても有名なパスカル・ジョリヴェのワインは、まさに「ナチュラル、ピュア、エレガント」を体現したスタイル。こちらのサンセー
ルはパスカル・ジョリヴェのスタンダード・キュヴェ。素材を活かした魚料理との組み合わせは、シャブリと牡蠣にも引けを取らない程の完璧なマリアージュを堪能できます。パスカル・
ジョリヴェのワインの魅力は、何と言ってもその「飲みやすさ」にあります。今や世界中で造られているソーヴィニヨン・ブランのワインですが、ニューワールドのワインの中にはハーブ
やスパイスのニュアンスが強いものが多いのも特徴。一方、パスカル・ジョリヴェが手掛けるソーヴィニヨン・ブランは、「飲み疲れしない」とオーナーのパスカル氏が自ら語るほど、ナ
チュラルな味わい。身体にスッと馴染むような心地良さを感じさせてくれます。 ワイン単体でも十分に愉しめるのですが、その魅力が最大限に引き出されるのは、やはり食事と合わせた

時。料理のジャンルは幅広く、中でも日本の食卓における親和性の高さは目を見張るものがあります。

ヴィルマジュ・ブラン

各単品にこちらは、南仏特有の白ブドウ品種、マルサンヌ、マカブー、ルーサンヌ、ブールブーランの4つの品種をブレンドしたワイン。南仏らしさをしっかりと感じられる豊潤な仕上が
りで、コクのあるソースを使ったお魚や鶏肉、豚肉料理などと好相性。チーズともお楽しみいただけるフードフレンドリーな1本です。レモン、オレンジピールなどの爽やかな柑橘系のア
ロマにトースト、スパイスなどの香ばしいニュアンスが加わり、複雑な香りを生み出します。口に含むと、ソフトな口当たりから溌剌とした果実味と上品な樽香が口いっぱいに広がりま

す。南仏らしい凝縮感のある味わいになっており親しみやすく、上品な味わいをお楽しみください。

マコン・ミリー・ラマルティーヌ

マコンの地で世界最高峰の白ワインと讃えられるコント・ラフォンのスピリットを受け継いだワインを造る、レ・ゼリティエール・デュ・コント・ラフォン。マコン・ミリー・ラマル
ティーヌは、ミリー村にある素晴らしい畑で、マコンの中で最も標高が高く、美しい酸とミネラル感が特徴です。レモンやグレープフルーツ、リンゴのアロマに、クローヴやトースト、ミ
ネラリーなニュアンスが重なります。口に含むと、厚みのある果実味と引き締まった酸が感じられ、調和の取れた印象。高い標高から得られるしっかりとした酸が、豊かな果実の味わいを

見事にまとめて全体を引き締めています。酸と果実味の調和に優れた、ブルゴーニュらしさを備えた1本です。

クラレンドル・ブラン

５大シャトーの一角として君臨するシャトー・オー・ブリオンを所有する、クラレンス・ディロン・ワインズが造るクラレンドル・シリーズ。ボルドー・ブランの頂点に立つシャトーで培
われた、ワイン造りの哲学と最高の技術が惜しみなくつぎ込まれている、贅沢な白ワイン。ソーヴィニヨン・ブランの爽快さとセミヨンのオイリーな質感を見事に融合させた、クラシカル
なボルドー・ブランの味わいをお愉しみいただけます。外観は緑がかったイエローの色調。グラスに注ぐと、グレープフルーツやアカシアような濃密なアロマ、徐々に蜜蝋のようなセミヨ
ン特有の優雅な香りが広がります。口に含むと、熟した桃やアプリコットのピュアな果実味が溢れ、しっかりとしたミネラル感が印象的。ソーヴィニヨン・ブランのきりっとした爽快さと

セミヨンのオイリーな質感を見事に融合させた、典型的ボルドーブランです。お刺身や炊き合わせ、天ぷらなど、繊細な和食とよく合います。

2022年　夏のリカーセレクション

No.025　夏に飲みたいフランス有名生産者勢ぞろい白ワイン6本セット

夏にぴったりの爽やかな白ワインの飲みくらべセットです。＜トリンバック＞の限定品をはじめ、マコンの地で世界最高峰の白ワインと讃えられる＜コン
ト・ラフォン＞のスピリットを受け継いだワインを造る、＜レ・ゼリティエール・デュ・コント・ラフォン＞、５大シャトーの一角として君臨する＜シャ

トー・オー・ブリオン＞を所有する、＜クラレンス・ディロン・ワインズ＞が造るクラレンドル・シリーズ、ロワール屈指の優良生産者であり、自然派の造
り手としても有名な＜パスカル・ジョリヴェ＞等フランス各地の有名生産者の瑞々しい果実味溢れるワインをお楽しみください。

商品名

シャブリ

1987年からワイン造りを始めた、比較的若いドメーヌ。「畑仕事がワインメーカーの何よりの仕事」をモットーとした、丁寧なワイン造りでシャブリを造り続けています。こちらはエノ
テカでベストセラーのシャブリです。ふくよかな果実味と溌剌とした酸のバランスが秀逸で、非常にコストパフォーマンスに優れた仕上がりです。外観は美しい黄金色。グレープフルーツ
やレモン、洋ナシなどのフレッシュで華やかなアロマが立ち上ります。口に含むと、アタックは活き活きとしていながら上品な口当たり。石灰質の土壌がもたらす豊かなミネラル感が押し

寄せ、冷涼な気候由来の溌剌とした酸が、口の中をさっぱりと整えてくれます。余韻にはベルガモットのニュアンスが長く漂います。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

イギリス ケント州
ハッシュ・ヒース・エス

テート
辛口

シャルドネ90%、プティ・
メリエ5%、ピノ・グリ
3%、ピノ・ブラン2%

フランス ロワール
ドメーヌ・ド・ラ・ヴァ

ンソニエール
辛口

ムロン・ド・ブルゴーニュ
（ミュスカデ）100％

イタリア シチリア ワインピープル 辛口 ピノ・グリージョ100%

スペイン ガリシア州
ボデガス・マルティン・

コダックス
辛口 アルバリーニョ100％

オーストラリア
南オーストラリ

ア州
バーン・ヴィンヤーズ 辛口 リースリング

チリ
レイダ・ヴァ

レー
ヴィニャ・マーティ 辛口

ソーヴィニョン・ブラン
100%

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

ぎんの雫・グット・ダルジャン・ソーヴィニョン・ブラン

清酒7号酵母の力で新境地を開いた革新的白ワイン。すがすがしいハーブ、夏ミカン、スダチ、レモンといった柑橘のアロマ、続いてエルダーフラワーやハイビスカス、ローズペタル、ヒヤシンスの
ブーケ、リンゴや白桃を思わせる甘みのある香りが奥に僅かに感じられる。 口に含むと非常に緻密なテクスチュア。丸みのある綺麗な酸味が、うまみを伴いながらジワリと口の中に広がっていく。

トルケス・ド・ヴェント・アルバリーニョ

青リンゴ、白桃、メロンなどジューシーで甘い香りが印象的。中からキンモクセイのような華やかな香りもただよう。味わいは香りと同じく甘く華やかで、フレッシュな酸味が輪郭を引き締める。アル
バリーニョらしく、ミネラリーな余韻が長く続く。華やかな甘さの印象が強く、ミネラル感も強いため、酸味のあるソースや塩ベースの海鮮料理とあわせたい。

シドニー・ウィルコックス・リザーヴ・リースリング

単一畑のブドウを使用します。土壌は岩石上のライムストーンが主体の石灰質土壌で、エレガントなワインを生み出すポテンシャルがある畑です。ブドウは収量制限をして凝縮度を上げます。完熟した
リースリング種が表現する、柑橘やパイナップルを思わせる華やかなアロマと、シャープな酸、ミネラル豊かな塩味を含んだ厚みのある味わいです。

ミュスカデ･セーヴル･エ･メーヌ･シュール･リー

発酵中に発生した澱が液面を覆って、そのまま澱を取り除かず、ある一定期間そのままの状態でおくことによって、ワインに深みやまろやかさを出しています。輝きのある淡いイエローから麦わらの色
調。レモンやシトラスなどの柑橘系フルーツやハーブを含む みずみずしく爽やかな香り。味わいは若々しいが酸味は意外に穏やかで飲みやすい。素晴らしくフレッシュな果実味が豊かで、ほんのり旨味

も感じる。

ミオパッソ・ピノ・グリージョ

シチリアの白ワインの銘醸地トラパニで育ったピノ・グリージョを使用。透明度の高いレモンイエロー。ミオパッソの中でも、ミネラリーで少し控えめな香りと味わいが特徴。口に含むと、わずかな甘
味が心地よく広がり、バランス良く上品にまとまっています。和食全般と良く合います。

2022年　夏のリカーセレクション

No.026　ミネラルたっぷり、世界の海辺に近い産地白ワイン6本セット

世界のワイン産地の中から夏のレジャーの定番の「海辺」に近いエリアで造られたワインをご紹介いたします。
海辺に近い産地のワインの特徴として、海から吹き付ける潮風の影響や、畑も貝殻などが出土するような石灰質土壌のため、このような環境で生育したぶどうには、塩味のよう
なミネラル感が感じられます。
イギリスワインはフランスのドーバー海峡の対面に位置するエリアで、しっかりとた石灰質土壌が特徴的です。フランスワインは、ロワール川の河口に位置し、海からの風がブ
ドウの生育期間に吹く為、乾燥した環境で病害を抑える役割も果たしています。イタリアはシチリア島のワインで、島西側のトラパニで造られています。このエリアはイタリア
有数の天然海塩の産地としても知られています。スペインからは海ワインの代表と言っても過言ではないアルバリーニョ。大西洋からの潮風に吹かれ育つぶどうのため、ワイン
に塩っぽいタッチがもたらされます。オーストラリアは南オーストラリアのアデレードから内陸側の、石灰質土壌のリバーランドのぶどうを使用しているのでミネラル感が感じ
られます。チリワインは太平洋に面した冷涼地域のレイダ・ヴァレー産、キレイな酸とミネラル感が感じられるのが特徴です。

商品名

バルフォア・スカイズ・シャルドネ

石灰質土壌から生まれるミネラル豊かな土壌で育ったシャルドネに、プティ・メリエ、ピノ・グリ、ピノ・ブランをわずかにブレンドすることで、華やかでハーバルな香りを表現しています。ワインは
ステンレスタンクで一定の低い温度で醸造されます。発酵後8ヶ月程度澱と共に寝かせる事で、酸味をやわらげます。ケント特有の石灰質土壌から生まれる、引き締まったミネラルたっぷりの味わい

で、シャブリが好きな人に好かれるタイプの白ワインです。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

フランス ブルゴーニュ
メゾン　ウィリアム

フェ－ブル
2018 辛口 ソーヴィニヨン ブラン 100%

フランス ブルゴーニュ
メゾン　ウィリアム

フェ－ブル
2018 辛口 シャルドネ 100%

フランス ブルゴーニュ
メゾン　ウィリアム

フェ－ブル
2018 辛口 シャルドネ 100%

フランス ブルゴーニュ
メゾン　ウィリアム

フェ－ブル
2018 辛口 シャルドネ 100%

フランス ブルゴーニュ
ドメ－ヌ　ウィリアム

フェ－ブル
2018 辛口 シャルドネ 100%

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

シャブリ　プルミエクリュ　ウ゛ァイヨン

１級に隣接した区画を主に使用する村名シャブリ。由来のミネラルを思わせる風味が豊かなシャブリ。ワンランク上の凝縮味と気品。シャブリのお手本ともいえるみずみずしい果実味とフレッシュな味わ
い。

シャブリ

フレッシュな花の香りに果実香が加わり、アクセントのあるミネラルを思わせる風味。早熟な畑由来の奥行きがあり非常にこなれた丸みがあるワインです。バランスの良さを感じる安定感があります。フ
レッシュな果実香に花の香りが加わり、味わいは奥行きとあり丸みがあり、余韻が心地よく広がります。

シャブリ

シャブリのお手本といえるミネラルを思わせる風味と清涼感溢れる スタンダードシャブリ。レモンなど柑橘系果実や白い花などフレッシュで華やかな香りがあり、酸味が心地よい爽やかなワイン。

シャブリ　シャン　ロワイヨ

みずみずしい果実味とフレッシュな味わいを感じつつ、全体的に角のないフェーブルのACシャブリの中ではふくよかな印象のワインです。みずみずしい果実味とほのかな樽香とがより調和した風味に仕上
がっています。

2022年　夏のリカーセレクション

No.27 シャブリで最高評価5つ星の〈ウィリアム・フェーブル〉白ワイン5本セット

ウィリアム・フェーブルは250年の歴史があり、最も多くのグランクリュ(特級)の畑を所有する名門。1998年にシャンパーニュ・メゾンのアンリオ家が所
有してからは様々な改革を行い、品質が向上。例えば、収穫方法についてはシャブリの全体量の98％が機械収穫が占めている中、ウィリアム・フェーブルは
手摘み。また、収穫したブドウの状態をチェックするのに必要な選果台を導入していますが、シャブリでは2軒のみで、その1軒がウィリアム・フェーブルで
す。その結果、フランス屈指のワイン評価誌「ベタンヌ・ドゥ・ソーヴ」にて、シャブリ地方では僅か3つの生産者のみの最高評価の5つ星を獲得していま

す。

商品名

サン　ブリ

ハーブの爽やかな香り。生き生きとして滑らかな口当たり。フレッシュで軽やかな味わいで前菜や魚料理におすすめです。サン ブリはブルゴーニュ唯一のソーヴィニヨンの産地。フレッシュでハーブのよ
うな香りと爽やかな味わい。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

ニュージーランド マールボロ ハーハ 辛口
ソーヴィニヨン・ブラン

100 %

ドイツ ファルツ ペーター・メルテス 辛口
ゲヴュルツトラミネール

100 %

イタリア トスカーナ
テヌータ・デル・ブオナ

ミーコ	
辛口 ヴィオニエ100 %

チリ
ビオ・ビオ・

ヴァレー
ヴィーニャ・コノスル 辛口 リースリング100 %

アルゼンチン カファジャテ ボデガ・エル・エステコ 辛口 トロンテス100 %

フランス
ラングドッ

ク・ルーショ
ン

ジャン=クロード・マス
エステーツ＆ブランズ	

辛口 ミュスカ100 %

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

d.A.　ミュスカ

マスカットを思わせる甘く華やかな香りが印象的。ライムやレモンのような苦味を連想させる香りも。フルーティな酸味のすっきりとした辛口。甘い香りがそのまま口に広がり、ソフトな飲
み口。ハーブを思わせる微かな苦味が後味を引き締める。

コノスル　リースリング　レゼルバ・エスペシャル　ヴァレー　コレク
ション

ステンレスタンクで3ヶ月熟成。レモンやライムの柑橘にオレンジの花や、火打石のような鉱物のニュアンスが感じられる。レモンやライムを思わせる柔らかな柑橘系の果実味と、パッショ
ンフルーツのような果実味が特長。

オールド・ヴァイン　1945　トロンテス

ラベルに記載の1945年は植樹の年を表している。樹齢70年越えの古木で造られる珍しいトロンテス。みかんの花やジャスミンといった白い花と清涼感のある香りに、マスカット、マルメ
ロなどの果実の香りが合わさる。余韻に少しグリップ感を演出するほろ苦さがある。

ガウメンシュピール　ゲヴュルツトラミネール

パッションフルーツ、ライチ、マスカットや蜜蝋の香りに、白い花を思わせる華やかな香りがある。果実の甘さと酸味のバランスが良く、香りよりはコクと厚みのあるはちみつ様のフレー
バーに、品種らしい華やかな香りが合わさる。後味はさっぱりしているが、余韻が長く続く。

ブオナミーコ　ヴィオニエ

マルメロや白桃、アプリコット、蜜、くちなしの花、わずかにメロンのような青さのある甘い果実のニュアンスに、レモングラスのような香りもあり、オリエンタルな印象を受ける。丸く柔
らかな口当たり。香りに感じるようなストーンフルーツのような果実味に、苦味を感じる。その後澱のニュアンスとアプリコットのニュアンスを感じられ、酸味と共にフェードアウトし、穏

やかな苦味が心地よく残る。

2022年　夏のリカーセレクション

No.028 アロマティック品種白ワイン6本セット

アロマティック品種は華やかで個性的な香りが特徴のぶどうです。豊かなアロマがあるため、ワインだけでお楽しみいただけるのは、もちろんのこと、カレー
や生春巻きなどのエスニック料理やなどとも相性が良く、様々な料理とのマリアージュが楽しいワインです。国際品種はもちろんのこと、土着品種のぶどうま

で世界各国の味わいを味わうことができる充実した内容のセットです。

商品名

ハーハ　マールボロ　ソーヴィニヨン・ブラン

ワイホパイヴァレーとワイラウヴァレーの葡萄を使用したハーハを代表するワイン。スグリやパイナップル、アスパラガスの香り。ドライな酸が素晴らしく、ライムやパッションフルーツの
果実味が見事なバランスの取れた味わい。



国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像 国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

アメリカ ナパ プレシジョン 2020 辛口 シャルドネ イタリア プーリア
MGMモンドデル

ヴィーノ
2020 辛口 シャルドネ主体

フランス ラングドック ペールローラン 2020 辛口 シャルドネ アルゼンチン メンドーサ パスカル・トソ 2020 辛口 シャルドネ主体

チリ セントラル
ハシエンダ・エルコ

ンドル
2020 辛口 シャルドネ フランス

ラングドック・ルー
ション

ルイ・マックス 2019 辛口 シャルドネ

南アフリカ スワートランド スワートランド 2020 辛口 シャルドネ アメリカ カリフォルニア ストーリーリッジ 2019 辛口 シャルドネ

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

スワートランド・シャルドネ パナメラ・シャルドネ

南アのトップセラーから小さな果実から大きな味！スワートランドは南アフリカにある広大なワイン産地で、州都ケープタウンから65km北に位置している。オランダ語で
「黒い土地」低収穫＆高樹齢の葡萄から造られアーシーで複雑な味わい。

パナメラワインは、カリフォルニアのセントラル・ヴァレーとセントラル・コーストアペラシオンからの厳選されたブドウ畑から造られる。熟した梨と、マイヤーレモンの
美味しい風味に、キャラメルを少し含む。豊かでまろやか、キリッとした後味。ステンレス後、樽熟成。

カンペロ・シャルドネ ル・テール・フロワド・シャルドネ

チリのセントラルヴァレーから造られるピュアでイキイキとした味わい。ハシエンダ・エルコンドル畑の葡萄木樹齢は100年以上の歴史のあるものばかり。
ニュイ・サン・ジョルジュのルイマックスが手掛けるシャルドネ。深い石灰質粘土質土壌の急な斜面で、北西と北東に面して栽培されている。標高600mまでそびえる周囲

の峰に守られている畑の葡萄はリッチなミネラル感を存分に楽しめる。果実味を最大限に引き出す伝統的な技法にて

MGMはイタリアワインの伝統を向上し、消費者の期待に応える高品質なワインを提供し続けています。緑がかった淡い黄色。グリーンの特徴をもち、エレガントでフレッ
シュな味わい。補助品種でボンビーノ10％

グルグル・シャルドネ トソ・シャルドネ

フランス語でグルグルとは[ゴクゴク]の意。ブルゴーニュの生産者ペール・ロランが南仏の可能性を感じ挑戦！輝く黄金色、トロピカルフルーツ感でパイナップルをほおばっ
ている様な満足感。

アルゼンチンで最も古く、最も名声の高いワイナリーの一つである醸造所の創設者パスカル・トソ。2001年にはポール・ホブスを醸造長に迎え更なる品質のワインをなっ
た。熟した青リンゴ、パイナップル、マンゴーなどのフルーツのアロマを示し、フレッシュでキレのある酸味を伴う。トースト感があり、すばらしく長い後味へと続く。飲

み易く、シャルドネ品種の特徴を表し、ほのかにオークを含む。

2022年　夏のリカーセレクション

No.029　ナパのシャルドネ入りシャルドネ白ワイン8本セット

世界で最も有名な白ぶどうで「白ワインの女王」と呼ばれるシャルドネ。世界各国にて栽培されていますが、テロワール（栽培される地域の気候や土壌）や造り手の個性（醸造方法）がワインに与える影響が大きく、その味わいは様々
な表情をみせます。今回のセットでは名醸地ナパヴァレーのシャルドネを筆頭にリッチでエネルギッシュなワインが夏の体を元気にしてくれます。アルゼンチンやカリフォルニアなどニューワールドを筆頭にフランス南仏のトロピカル
なテイストなど、リッチでボリュームあるシャルドネを存分に感じられるスタミナ系白ワインセットです。ナパの生産者はカリフォルニアにて昇り龍のような人気の＜プレシジョンワイン＞の樽熟シャルドネ。その他アルゼンチンの標

高の高い葡萄を用い、100年以上の歴史ある生産者の低収穫＆高樹齢のワンランク上のワイン。ブルゴーニュの生産者が南仏で手掛けるトロピカルフルーツのニュアンスなど輝く黄金色うっとりする味わいはさすがです。
バリエーション豊かなシャルドネの味わいをお楽しみください。

商品名 商品名

プレシジョン・ナパ・シャルドネ テバルド

サン・パブロ湾の南に位置し、冷涼な気候で育った葡萄は、
丁寧に手摘みされています。

フレンチオーク樽にて熟成され、パイナップルやバニラ、ため息のでるうっとりシャルドネ。
バターの風味がありながら、



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

フランス ロワール
ドメ－ヌ　デ　コ

ニェット
2019 辛口 ミュスカデ 100%

フランス ロワール ドメ－ヌ　デ　カ－ル 2018 辛口 シュナン ブラン 100%

フランス ロワール ドメ－ヌ　ミショ－ 2020 辛口
ソーヴィニヨン ブラン

100%

フランス ロワール
ドメ－ヌ　デ　ロッ

シュ　ヌ－ウ゛
2018 辛口 シュナン ブラン 100%

フランス ロワール ドメ－ヌ　デュ　ノゼ 2020 辛口
ソーヴィニヨン ブラン

100%

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

ソミュ－ル　ブラン　ソリテ－ル

1850年にドメーヌが設立され、ボルドー出身のティエリージェルマンはマリーと共に1991年にロワールに移り、シャルリー フコー（クロ ルジャール）を師として仰ぎ、1992年に当
ドメーヌを取得しました。柑橘系果実の清々しい香りに白いスパイスや火打石のニュアンス。リンゴや花梨の果実味と酸のバランスが良く、いきいきとした味わいのワイン。

サンセ－ル　ブラン

オベール ド ヴィレーヌの妹夫婦が1971年に設立したドメーヌ。現当主は長男のシリル ド ブノワ。(次男ピエールはブーズロンのドメーヌ ド ヴィレーヌを運営。)生産量の約90％が輸
出されています。透明感があり、ソーヴィニヨン ブランらしいハーブのような香り。いきいきとした果実味に加え極めて上質でエレガントな酸味が広がります。余韻は細くそして長く、

繊細な香りと爽やかな酸味にいつまでも包まれます。

アンジュ－　ブラン　レ　ピエ－ル　ノワ－ル

2007年にセドリック、ヴェロニック夫妻がドメーヌを取得し、その後の改革を通して品質を大幅に向上させました。 ロワール河下流に位置し、海洋性気候特有の温暖な冬や夏場の十分
な日照時間に恵まれています。完熟したアプリコットや西洋梨のコンポートなど甘美なアロマが広がり、味わいは濃密で凝縮感に富んだ果実味が感じられます。ミネラルを思わせる味わ

いと適度な酸味が全体のバランスを見事に保っています。

トゥレ－ヌ　シュノンソ－　エクラ　ド　シレックス　ＶＶ

コンクールでメダルを欠かすことのないソーヴィニョン　トゥーレーヌと、常に高評価を得ているクレマンを産する優良ドメーヌです。完熟したブドウを使用しているためしっかりした
色合い。柑橘系や白い花のような香り。厚みがありふくよかで、ミネラルを思わせる風味豊か。ミントのニュアンスがあり、いきいきとした印象で非常に爽やか。

2022年　夏のリカーセレクション

No.30　ロワール最高峰の生産者も入ったロワール白ワイン5本セット

フランス屈指の美しい田園風景と古城を有するロワール地方。ワインもその情景のように穏やかで、暑い夏にぴったりな爽やかな味わいが特徴
です。白ワインは様々なブドウ品種を栽培しており、今回はミュスカデ、シュナン・ブラン、ソーヴィニヨン・ブランの各ブドウ品種を100％
しており、しっかりと品種の個性を楽しむことができます。今回のセットで注目の1本は、ドメーヌ・ロッシュ・ヌーヴ　ソミュール　ブラン

ソリテ―ルです。こちらの生産者の凄いところは1代にして、フランスのワイン専門誌「ベタンヌ・ドゥ・ソーヴ」にて5つ星、「レ・メイユー
ル・ヴァン・ド・フランス」にて3つ星と各誌で最高評価を獲得している最高峰の生産者です。シュナン・ブランの果実味、酸味の絶妙な味わ

いをご堪能ください。

商品名

ミュスカデ　セ－ウ゛ル　エ　メ－ヌ　キュウ゛ェ　セレクション　デ　コ
ニェット

代々ブドウ栽培を行っているペロー家。以前はバルクでワインを販売していましたが、現在の当主からドメーヌ元詰めを実現、兄弟で栽培と醸造を担当しています。ミュスカデらしい爽
やかな果実味とふくらみ、複雑味が感じられます。厚みがありながらディテールもしっかりあり、海風にのってきた若干の塩味を思わせるようなニュアンスも。フルーティかつすっきり

感が残る後味。



国 地域 生産者名 味わい セパージュ 画像 国 地域 生産者名 味わい セパージュ 画像

イタリア
フリウリ-ヴェネツィ

ア-ジュリア ヴァッレ 辛口
フリウラーノ、ソーヴィ
ニョン、トラミネール

イタリア プーリア
フェウディ・ディ・グア

ニャーノ
中辛口

シャルドネ、
ヴェルデカ

イタリア
フリウリ-ヴェネツィ

ア-ジュリア ヴァッレ 辛口 ソーヴィニョン イタリア シチリア コントリ 辛口
グリッロ、グレカニ

コ、シャルドネ

イタリア マルケ オッフィーダ 中辛口
ペコリーノ、　　パッセ
リーナ、　トレビアーノ

イタリア シチリア コントリ 辛口
グリッロ、グレカニ

コ、シャルドネ

イタリア マルケ ICRF 辛口
ヴェルディッキオ、パッ

セリーナ
イタリア ヴェネト コントリ 辛口

トレッビアーノ、
ガルガネーガ

イタリア プーリア
フェウディ・ディ・グア

ニャーノ
辛口 シャルドネ イタリア シチリア トンバッコ 中辛口

グリッロ、
ジビッボ

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

ディエチアンニ・シャルドネ オリジーネ・ビアンコ・テッレ・シチリアーネ

地元マルケ・ソムリエ協会が一押しするワイナリー。熟れた果実の香り、ベリー系の豊かな後味。バランスがとれたタンニンの強さ。あらゆるシーンにふさわし
いワイン。ステンレス熟成。パスタやピザなどのシンプルな食事や肉料理によく合うワインです。

非常にめずらしいシチリアのオレンジワイン。2000年前の醸造法を再現した究極の逸品。化学肥料が使用されたことがないアグリジェント、マルサラの地で、固
有品種グリッロ、ジビッボで造られる。自然酵母で発酵、その他手間暇を掛け出荷までに約4年の長い年月をかけて造られる。

テニメンティ・アストーリ　ヴィーノ・ビアンコ スプマンテ エリート・キュヴェ・ブリュット

きらきらとした麦わら色、アーモンドの花、白桃、梨などの新鮮な香り、かすかにローズマリーの印象。辛口、厚みのある味わい。新鮮な酸、ミネラル感のバラ
ンスが良く、後味には果実とハーブの余韻が続く。

淡い麦わら色。きめ細やかな気泡と、かすかなオレンジの花を感じさせる香りの高さが特徴です。しなやかで、奥深さのある生き生きとした味わいです。エレガ
ントでフルーティな味わいをお楽しみいただけます。

ファレリオ コステビアンコ

マルケソムリエ協会一押しのワイナリーです！ピーチやアプリコット系の香り。フルーティーな果実のバランスのとれた味。ステンレス熟成。前菜、パスタやリ
ゾット、白身の肉や魚料理に合います。

黄金色、柑橘類、サルヴィア、ミントの香り、いきいきとした酸味、果実味のバランスがよく、後味に軽いほろ苦さを残す。熟成期間が異なる３種のブドウを
別々にステンレスタンクで醸造しています。

ライムやリンゴ、繊細な花の香り、新鮮で爽やかな酸味を持つ風味の良いワイン。ステンレスタンク発酵。樹齢２５−３０年棚仕立て、手摘み収穫。

ソービニヨン コルテ・ビアンコ・シチリア

緑がかった麦わら色、ブラックカラント、グーズベリー、サンブーカの花などの複雑で強い香り。ベースにトマトの葉や南国フルーツの香り。味わいは、ミネラ
ル感、爽やかでしっかりした酸味のバランスが良い。パパイヤ、ザクロの印象、南国フルーツの余韻。

シチリアの固有品種グリッロ、グレカニコとシャルドネて造られたしっかりとした白ワイン。ドイツで開催される国際ワインコンクールでベルリン・ワイン・ト
ロフィーにて金賞を多数受賞しています。

2022年　夏のリカーセレクション

No.031　オレンジワイン入り！イタリア白・スパークリングワイン10本セット

イタリアワインの魅力は各地のバラエティに富む固有のぶどう品種を味わうこととも言われています。北イタリアからはフリウリのフリウラーノ、ソーヴィニョン、トラミネール、ヴェネト産のスパークリングワインはトレッビアーノ、ガルガネーガ
を、中部イタリアからはマルケのペコリーノ、パッセリーナ、トレビアーノ、ヴェルディッキオを南イタリアからはプーリアのヴェルデカ、シャルドネを、イタリアを代表する大きな島、シチリアからはグリッロ、グレカニコ、シャルドネを、また大
変珍しいシチリア産オレンジワインはグリッロ、ジビッボを使用しており、それぞれの個性をお楽しみいただけます。イタリア各地の多様な気候や自然条件の下で育まれたそれぞれの品種の個性・味わいを感じて頂きながら、それらぶどうの特徴をお
愉しみ下さい。イタリアは料理も各地個性豊かでバラエティに富んでいます。各地を旅行するように料理とワインを合わせてお楽しみください。

商品名 商品名

ラファエロ・ビアンコ サレント ・ビアンコ

イタリアルネッサンスの巨匠シリーズ、アリタリア航空の機内にも採用されている人気のワイン。イギリスでもベストセラー。緑がかった黄金色、パイナップル
やマンゴーの香り、スペアミントやセージのヒント、南国果実の風味とエレガントなスパイシーさのあるワイン。



国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像 国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

アメリカ カリフォルニア
カリフォルニア・

ルーツ
2019 中辛口

35%ジンファンデ
ル

24%シラー
18%メルロ他

アメリカ カリフォルニア モン・ピエール ＮＶ 中辛口

70%シュナン・ブ
ラン
30%

フレンチコロン
バート

アメリカ カリフォルニア
ドン・セバス
チャーニ＆

サンズ
2018 中辛口

60%バルベラ
27%シラー

13%グルナッシュ
アメリカ

モントレー・
カウンティ

フランシス・
コッポラ・
ワイナリー

2018 中辛口
70%ピノ・ブラン
15%マスカット

15%リースリング

アメリカ ロダイ
オーク・
リッジ・

ワイナリー
NV 辛口 シャルドネ アメリカ カリフォルニア

サイクルズ・
グラディエーター

2019 辛口 100%シャルドネ

アメリカ カリフォルニア
ドン・セバス
チャーニ＆

サンズ
2020 辛口

88%シャルドネ
12%フレンチ・コ

ロンバート
アメリカ

ナパ・
ヴァレー

トゥエンティ・
ロウズ

2020 辛口 100%シャルドネ

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

カリフォルニア・ルーツ ロゼ カリフォルニア
モン・ピエール ブリュット・キュヴェ

スパークリング・ワイン カリフォルニア

新鮮なベリー類と柑橘類のフレーバーがあるこのロゼは、一年のどの時期に飲んでも夏を感じさせてくれるようなワインです。
一口飲むたびに、まるでテーブルの向こうにブドウ畑が広がるようです。スパイスでマリネしてグリルした海老やホウレン草の

サラダなどとよく合います。

2022年　夏のリカーセレクション

No.032 カリフォルニア　ロゼ・白・スパークリングワイン8本セット

爽やかでフレッシュ感あるスパークリングワインや、やや辛口で優しい飲み口のロゼ、白ワインはしっかりしたタイプのシャルドネの8本セットです。
映画界の巨匠、フランシス・コッポラ監督が娘ソフィアの結婚のお祝いに贈ったスパークリングなども入ったお買い得なセットです。

商品名 商品名

青リンゴやかすかな洋ナシ・パイナップルのアロマが感じられます。細かい泡がリボンのようにグラスの中に立ち上がり、口に含むと青リンゴの
リフレッシュ感溢れる風味が広がり、心地よい酸と少しのイースト香も感じられ、香ばしさとココナッツのようなかすかなアロマから長い余韻へと続きま

す。

スモーキング・ルーン スティールバード ロゼ
カリフォルニア

フランシス・コッポラ ソフィア ブラン・ド・ブラン
モントレー・カウンティ

明るくピンクの花びらのような色がグラスの中で輝いています。このスモーキング・ルーン・ロゼはフレッシュなストロベリーやプラム、
完熟したメロンのアロマが最初に感じられ、スイカズラやジャスミン香りもかすかに感じられます。

映画界の巨匠、フランシス・コッポラ監督が娘ソフィアに結婚のお祝いに贈った薫り高くフレッシュ感あふれるスパークリングです。
すべてがソフィアの好み通りに造られ、アルコール度が低めで、フレッシュでフルーティなスタイルです。

ピンクのラッピングはウエディングドレスを表現しています。

ティー・エヌ・ティー シャルドネ
エステート・グロウン ロダイ

サイクルズ・グラディエーター シャルドネ カリフォ
ルニア

なぜこのワインに「T.N.T」と言う名が付けられたのか。答えは、味わいがフルーツ爆弾みたいだからです。
洋ナシやリンゴの香りがあり、すっきりしていてさわやかなスタイルのワインです。柑橘類とバニラのフレーバーの繊細なバランスと、

心地の良い酸が感じられます。

果実味が豊富な典型的なカリフォルニアン・スタイルで、女性が自転車に乗って飛んでいる斬新なデザインのラベルも話題になり、
アメリカを始め世界中で愛されるブランドとなりました。

スモーキング・ルーン シャルドネ カリフォルニア トゥエンティ・ロウズ シャルドネ ナパ・ヴァレー

赤いリンゴやアプリコット、微かな蜂蜜が感じられ、柔らかな酸味と程よいオークの香りを持つ、果実味いっぱいのふくよかなワインです。
ほのかなトロピカルフルーツとバニラの香りが感じられるワイン。フレンチ・オーク樽で熟成。余韻に感じるトーストのようなニュアンスもある、

ナパ・ヴァレー産のワインです。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

フランス ロワール フロリアンモレ - 辛口
ソーヴィニヨン・

ブラン100％

フランス ロワール
ラ・ジャ・ヴァ・

デ・グランド・エス
ペランス

-
ライトボ

ディ
ガメイ主体

フランス ロワール フロリアンモレ -
ミディアム

ボディ
ピノ・ノワール100％

イタリア ヴェネト ラ・クエルチャ - 辛口 ピノ・ビアンコ100％

イタリア
フリウリ・ヴェネツィ

ア・ジューリア
アルトゥリス - 辛口 リボッラ・ジャッラ100％

イタリア
トレンティーノ・アル

ト・アディジェ
コルタッチャ -

ミディアム
ボディ

スキアーヴァ100％

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

スキアーヴァ・グリージア

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

ピノ・ビアンコ

粘土・砂質の混合土壌。樹齢10～20年。ステンレスタンク使用。
柑橘フルーツや青リンゴの爽やかな香り。綺麗な酸味と果実味のバランス良く、柔らかな口当たり。ミネラルの要素も感じられるエレガントなテイスト。

リボッラ・ジャッラ

白桃やアカシアのエレガントな香り。フレッシュで味わい深く、あと引く余韻が印象的。

トゥーレーヌ・ルージュ

元トランペッターがワインメーカーへ転身。減農薬農法にてピュアな果実感を追求。摘みたてのイチゴのような香り、軽快なボディー感と穏やかな酸のチャーミングな味わい。

ピノ・ノワール

甘いイチゴの香りに乾燥させた蜂蜜、胡椒のヒント。ほのかな赤い果実の香りが重なる。

2022年　夏のリカーセレクション

No.033　ロワールと北イタリア　冷涼エリア赤・白ワイン6本セット

フランスからはロワール、北イタリアからはヴェネト、フリウリ・ヴェネツィア・ジューリア、トレンティーノ・アルト・アディジェ、など、冷涼な地
域で造られる夏の爽やかワインを飲みくらべていただく6本セット。中でも＜フロリアン・モレ＞のプイィ・フュメは、三越伊勢丹先行販売。白桃や熟

したメロンのような香りが印象的、やや厚みがあり透明感のあるソーヴィニヨン・ブランでコクを感じられる造りです。
赤は冷やして個性を発揮する、口当たり滑らかなワインをセレクト。ガメイ、ピノ・ノワール、スキアーヴァ・グリージャ、など、ぶどうの皮が薄い

上、渋みの成分をあまり抽出せずに造り上げたさっぱりとした仕上がり。やや小ぶりのグラスで、12-16℃位が心地よくお愉しみいただけます。
赤ワイン・白ワイン共に鶏肉・牛肉・豚肉をシンプルな調理であっさりとした味付けの調理方法、お料理によく合います。季節野菜のグリルやこだわり

のオリーブオイルなどとも好相性です。

商品名

プイィ・フュメ

熟したメロンやリンゴ、新鮮なグレープフルーツのブーケに、フレッシュな葉やグリーン・ハーブのアロマが続く。果実味あるきれいで繊細な口当たり、グレープフルーツ風味と火打石のミネラル感
のヒント、このエリアに求められる香り味わいが十分にある。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

フランス
ラングドック・ル－

ション
ドメ－ヌ　ド　オ－シエ－

ル
2019 辛口 シャルドネ 100%

フランス
ラングドック・ル－

ション
ジェラ－ル　ベルトラン 2020 辛口 ヴィオニエ 100%

フランス
プロウ゛ァンス・コル

ス
フランソワ　ラベ 2020 ミディアムボディ ピノ ノワール 100%

フランス コ－ト　デュ　ロ－ヌ ラ　カボット 2019 ミディアムボディ
グルナッシュ 50%、シ
ラー 42%、カリニャン

8%

フランス
ラングドック・ル－

ション
ジェラ－ル　ベルトラン 2020 辛口 グルナッシュ100%

フランス
プロウ゛ァンス・コル

ス
ドメ－ヌ　ル　ル－　ブル

－
2020 辛口

グルナッシュ、ロール、シ
ラー、クレレット

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

ウ゛ォル　ド　ニュイ　ロゼ

火打石質の砂岩と石灰質の砂岩の母岩の上に粘土砂質が重なる水はけのよい土壌。標高100-250m。南、南西、南東向き。ステンレスタンクで発酵、5ヶ月熟成。

コ－ト　デュ　ロ－ヌ　ル－ジュ

ブルゴーニュのドメーヌ ダルデュイが1980年に土地を購入し、始めたドメーヌ。「カボット」（石でできた小屋）は畑作業道具の収納場所。地域によって呼び方が異なり、カボットはブルゴーニュの方言です 。
最初にカシス、ラズベリー、ザクロのような力強い香りが出て、その後に黒い果実やスパイスの複雑味のあるアロマが感じられます。繊細でシルキーなタンニン。果実味豊かで厚み、丸みがあり、エレガントで

す。

グリブラン　オ－ガニック

ラングドック・ルーションエリアへの明確なビジョンのもと、30年に渡りパイオニアとして活躍しています。ブランド、卓越性、そしてイノベーションの価値を具現化し、世界160カ国に輸出して名声を得てい
ます。辛口で味わい的には爽やかさを重視した白に近いタイプ。10度から12度くらいにしっかり冷やしての提供がおすすめです。魚介は勿論、アジア系のエスニックフードにも。

レゼルウ゛　スペシアル　ウ゛ィオニエ

凝縮したアロマのワインを造るために収量を制限し、完熟した状態で収穫。ワインのフレッシュな味わいを保つため、低温を保ちながら醸造、マロラクティック発酵は行いません。

ピノ　ノワ－ル

手摘み収穫＆ダイレクトプレスのロゼで色調は非常に淡いタイプです。

2022年　夏のリカーセレクション

No.34　真夏の日常をバカンスに変える南仏ワイン　赤・白・ロゼワイン6本セット

南仏地方のブドウ栽培は歴史が非常に古く、紀元前2世紀まで遡ります。この地は栽培に適した地中海性気候で、年間を通して温暖な気候です。そのおかげでワ
イン造りも非常に盛んであり、フランスワインの最大規模の輸出産地でもあります。そして、この地方は夏にバカンスとして多くのフランス人が訪れ、この地方
で生産される多くのワインが消費されています。白やロゼワインはしっかりとキンキンに冷やし、アペリティフ(食前酒)として楽しみます。赤ワインも果実味が
豊かでアルコール度数が少し高いので、少し冷やし気味にして飲んだ方が口当たりがスムーズで味わいも心地よく味わえます。暑い夏もいつもと違った、その地

方で愉しまれる飲み方と美味しいお食事で楽しい時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。

商品名

オ－シエ－ル　シャルドネ

ラングドックの伝統にドメーヌ バロン ド ロートシルトが培ってきたボルドーの伝統を融合させたワイン造りを行っています。シャルドネは所有の畑の中でも、山の麓に位置する最も冷涼なゾーンに植えられてい
ます。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

フランス コート・デュ・ローヌ
レ・ヴァン・ド・ヴィエン

ヌ
フルボディ シラー100%

フランス コート・デュ・ローヌ ポール・ジャブレ・エネ フルボディ
グルナッシュ80%、シラー

10%、ムールヴェードル10%

フランス コート・デュ・ローヌ M・シャブティエ フルボディ グルナッシュ、シラー

フランス コート・デュ・ローヌ E・ギガル フルボディ ｼﾗｰ、ｸﾞﾙﾅｯｼｭ、ﾑｰﾙｳﾞｪﾄﾞﾙ

フランス コート・デュ・ローヌ
ドメーヌ・ド・ラ・ジャナ

ス
フルボディ

ｸﾞﾙﾅｯｼｭ40%、ﾑｰﾙｳﾞｪｰﾄﾞﾙ
20%、ｶﾘﾆｬﾝ20%、ｼﾗｰ15%、ｻ

ﾝｿｰソー5%

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

2022年　夏のリカーセレクション

No.035　ローヌ地方を代表する生産者が揃った赤ワイン5本セット

老舗星付きレストランが多数ある美食の街リヨンを有し、フランスでは大人気エリアのローヌ地方のワイン。
ローヌの魅力が詰まった主要ぶどう品種をラインナップしました。

ローヌ地方は大きく南部と北部に分かれており、南北200km、東西100km程度に及び、フランスではボルドーに次いで広いワイン産地です。
北部と南部では生産されるワインの個性は大きく異なり、北部ローヌでは赤はシラー、南部ローヌでは多品種をブレンドして造られるワインが多いです。
北ローヌの代表的なぶどう品種「シラー」はプラムなどの瑞々しい果実香とフレッシュな果実味、滑らかなタンニンに余韻のスパイス感が特徴的です。

南地区を代表するぶどう品種の「グルナッシュ」は世界で人気の赤ワイン「シャトー・ヌフ・デュ・パプ」の主要品種です。
一般的にムールヴェドル、シラー、サンソーなど複数の黒ブドウとブレンドされています。

地中海に近く気温が高いため、味わいは果実感があり、ジューシーでタンニンが控えなので、気楽に愉しめます。
豊かな果実味とスパイス感のある味わいはエスニック料理や中華料理などとの相性も抜群です。

また、夏は少し冷やすと、爽やかさが増しますので、おすすめです。それぞれの味わいの特徴をお愉しみください。

商品名

ルメアージュ・ヴァン ・ド・ フランス・ルージュ

1996年に3名の優秀で著名な醸造家（Ｆ．ヴィラール、Ｙ．キュイユロン、Ｐ．ガイヤール）が設立。3名の能力を結集して造られる、フランスでも注目されている生産者。ジューシーなコクと旨みがあり、果
実味と渋味のバランスのよい味わい。

コート　デュ　ローヌ　ヴィラージュ プラン・ドゥ・デュー ドゥ・ペール・オ
ン・フィーユ

北ローヌの名門ワイナリー。銘醸地ジゴンダス、ラストー、ケランヌに囲まれたACプラン・ドゥ・デュー6haの畑にて樹齢約50年のぶどうを使用。香りは黒い果実、リコリスなどのスパイシーさもあり、華やか
な印象。赤系果実の繊細さ、なめらかでベルベットのようなタンニン、そしてスパイシーな印象。エレガントな味わい。

コート・デュ・ローヌ・ルージュ

コート・デュ・ローヌの地方名のアペラシオンで、この地域で生産されるワインの９割以上が赤ワインです。グルナッシュとシラーのブレンドで、赤い果実の風味に富んだ飲みやすい味わい。手頃な価格でＭ．
シャプティエ社の品質が気軽に楽しめる、コストパフォーマンスに優れたワインです。

コート・デュ・ローヌ・ルージュ

1880年にブルゴーニュワインの中心地ボーヌに創立され、1４0年以上もの間テロワールへの信念を守りつづけるブルゴーニュを代表するワイナリー。
香り豊かで新鮮さと果実味にあふれ、フレッシュではつらつとした香りと絞りたてのぶどうやアーモンドのフレーバーがあります。

コート・デュ・ローヌ・ルージュ

常に高い評価を受けているローヌ屈指の生産者。抜栓した瞬間から立ち上るベリーのアロマが魅力。
タンニンは豊富で、しっかりとした味わいの赤ワインが飲みたい時におすすめしたい1本。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

スペイン バスク アストビサ 辛口
オンダラビ・スリ80％オン
ダラビ・スリ・セラティア

20％

スペイン バスク スドゥガライ 辛口 オンダラビ・スリ100％

スペイン バスク スドゥガライ 辛口
オンダラビ・ベルツァ70％

オンダラビ・スリ30％

スペイン ペネデス ビリャ・コンチ NV 辛口
チャレロ.、マカベオ、パレ
リャーダ各30％、シャルド

ネ10％

スペイン
コステル

ス・デル・
セグレ

コステルス・デ
ル・シオ

ミディアムボ
ディ

テンプラニーリョ60％ガル
ナッチャ30％シラー10％

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

2022年　夏のリカーセレクション

No.036 ”夏のバスク旅行気分”微発泡チャコリとスパークリング、赤ワイン5本セット

美食の街スペイン・バスクから夏にぴったりな爽やかな柑橘系の味わいが特徴の微発泡チャコリを産地別で海バスク、山バスクで揃えました。エレガ
ントで果実味豊かなスパークリングワインとジューシーな味わいで冷やしてもお愉しみ頂ける赤ワインも入った、夏の食卓で大活躍のセットです。

チャコリの主なブドウ品種はオンダラビ・スリという白の地ブドウです。爽やかな柑橘系の香り、フレッシュな酸とミネラル感が特徴のワインとなり
ます。伝統的なチャコリは微発泡タイプで爽やかさと果実味があり、和食はもちろん様々なお食事とよく合い、スペイン・バスクのバルを旅した気分

でお愉しみいただけます。
＜アストビサ＞は山バスクと呼ばれ、高品質な爽やかな酸と果実味が心地よいチャコリを造っています。

＜スドゥガライ＞は海バスクのゲタリアという地でチャコリの特徴を最大限に引き出した爽やかなワインを造っています。バルでピンチョスと一緒に
楽しまれるような典型的なチャコリの味わいです。

＜ビリャ・コンチ＞は世界に通用する 高品質なエレガントかつピュアなカバを生産したいと立ち上げられたワイナリー。ビオロジー栽培のブドウから
造られるエレガントでモダンなカバとなっています。

＜コステルス・デル・シオ＞はカタルーニャ州のフランス国境近くの家族経営のワイナリー。絵本のように美しい農園の完璧な生態系バランスの中
で、 オーガニック栽培で育てられたぶどうには、 生命力がみなぎっています。しなやかさと上品さの加わったバランスのよいワインをつくりだして

います。

商品名

アラバコ・チャコリーナ・ピルピル

【チャコリ・デ・アラバ】ラベルには、バスクで盛んだったクジラ漁からイメージされたユニークなクジラが描かれています。
明るく透明感のある色調。梨やりんご、グレープフルーツなどさまざまな完熟したフルーツの香りやフェンネルのようなハーブの香り。酸はいきいきとフレッシュで、クリスピー

な泡が食欲を刺激するワインです。炭火焼の魚介類、エダムやゴーダなどのチーズとの相性が良く、また、是非和食とも楽しんでいただきたいワインです。

ゲタリアコ・チャコリーナ・スドゥガライ

【チャコリ・デ・ゲタリア】ぶどうと向き合い、認証は取得してないが、ぶどうの栽培はほぼビオディナミ。アルコール度数が比較的低く微発泡で爽やかな酸とハーブを感じるタ
イプ。フレッシュで軽快、香りと酸、柑橘のニュアンスのバラ ンスが取れた味わいです。

ゲタリアコ・チャコリーナ・スドゥガライ・ロゼ

【チャコリ・デ・ゲタリア】ぶどうと向き合い、認証は取得してないが、ぶどうの栽培はほぼビオディナミ。アルコール度数が比較的低く微発泡で爽やかな酸と果実味を感じるロ
ゼのチャコリ。

ブルット・セレクシオン

フレッシュで輝きのあるゴールドの繊細な泡が心地よいエレガントなワイン。フルーティでトースト香のニュアンスも楽しめます。丸みのある味わいで、余韻の長いワインです。
食前酒、または、サラダやお米料理、軽めの魚料理との相性のよいワイン。

ラ・ボスカナ・ティント

絵本のように美しい農園の完璧な生態系バランスの中で、 オーガニック栽培で育てられたぶどうには生命力がみなぎっています。クリーンな赤紫色。チョコレートや黒系果実、バ
ニラの香り。ふくよかな果実味に柔らかいタンニンが溶け込んでいて、余韻長いワイン。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

アメリカ カリフォルニア
オニールヴィン
トナーズ

トル フルボディ
カベルネソーヴィニヨン

100％

アメリカ カリフォルニア
フォークテール
ワイングループ

トル フルボディ
カベルネソーヴィニヨン

100％

アメリカ
カリフォルニア/
ローダイ

アイボリー＆バー
ト トル フルボディ

カベルネソーヴィニヨン
100％

アメリカ
カリフォルニア/
ローダイ

カリカチュア トル フルボディ
カベルネソーヴィニヨン
主体メルロー、Petite

Sirah

アメリカ カリフォルニア WX トル フルボディ
カベルネソーヴィニヨン

100％

アメリカ
カリフォルニア/
ローダイ

テルラートワイ
ンズ

トル フルボディ

カベルネソーヴィニヨン
93%, メルロー

カベルネフラン, プティシ
ラー, サンジョヴェーゼ

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

2022年　夏のリカーセレクション

No.037　カリフォルニア産 濃厚カベルネ・ソーヴィニヨン赤ワイン6本セット

夏でも濃い赤ワインが飲みたい方必見のカリフォルニア産カベルネ・ソーヴィニヨン飲みくらべセットです。寒暖差で凝縮したぶどうを使用し
たカベルネ・ソーヴィニヨンを厳選しました。お肉料理と合わせてジューシーでスパイスの効いたワインをお愉しみください。2015年までア
メリカンエアラインのアドミラルラウンジで提供されていた＜オニール・ヴィントナーズ＞のフラット・ロック・カベルネソーヴィニヨン。カ
ルトワイン生産者が匿名で集まり庶民の為のカルトワインというコンセプトで手掛けられた＜フォークテールワイングループ＞のエイリアス・
カベルネソーヴィニヨン。元ロバートモンダヴィの醸造家が手掛ける＜アイボリー＆バート＞のカベルネソーヴィニヨン。同じく元ロバートモ
ンダヴィの醸造家が手掛ける＜カリカチュア＞のカベルネソーヴィニヨン。現地でも大人気のブレッド＆バターカベルネソーヴィニヨン。アメ
リカ国内でも良く売れている、フェデラリスト・カベルネソーヴィニヨン。作り手のこだわりが感じられるカベルネソーヴィニヨンを是非様々

な日常のシチュエーションでお愉しみください。

商品名

フラット・ロック・カベルネソーヴィニヨン

甘美なアロマ、チェリーやクロスグリ、ラズベリーといったジューシーなフレーバーを湛える赤ワイン。バニラ香とトースト感がアクセントとして全体に調和をもたらし、柔らかな余韻
も楽しめます。に関する説明を記入してください

エイリアス・カベルネソーヴィニヨン

ブルーベリーやカシスなどの果実味溢れるジューシーさが、タバコやバニラ、そして余韻の杉のニュアンスによって見事にバランスをとっています。非常に実直、素直なワインで、テー
ブルワインにはうってつけです。

アイボリー＆バート・カベルネソーヴィニヨン

フレッシュなブラック チェリーの香りがあふれ、豊かな味わいのカベルネ・ソーヴィニヨン。
活気に満ちた熟したチェリーとチョコレートの香りで、オークのスパイスのタッチでバランスが取れている。

フェデラリスト・カベルネソーヴィニヨン

スパイスのニュアンス。果実の凝縮感がはっきりと感じられ、堅固なタンニンと長く柔らかい余韻が魅力的です。

カリカチュア・カベルネソーヴィニヨン

 セントラル・ヴァレー、ローダイの３つの区画からブドウを収穫。フレンチオーク樽で16カ月熟成。 濃密なチェリーのアロマが舌を伝って感じられます。マセラシオンを比較的に長
くすることでふくよかさと長い余韻が実現されています。フレンチオーク樽のニュアンスが温かく感じられます。

ブレッド＆バターカベルネソーヴィニヨン

スミレ、熟成したベリー、ブラックカレントと豊かなバニラのアロマに加え、少しトースティーとスパイシーなニュアンスが味わえます。スムースなタンニンととろけるチョコレートの
風味が口の中に広げ、長い余韻が楽しめます。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

フランス ブルゴーニュ ルイ・ジャド ＮＶ ミディアムボディ ガメイ

イタリア アブルッツォ グランサッソ ＮＶ ミディアムボディ サンジョヴェーゼ

ドイツ ファルツ レー・ケンダーマン ＮＶ ライトボディ
ドルンフェルダー、ピ

ノ・ノワール

フランス ブルゴーニュ ルイ・ジャド ＮＶ 辛口 ピノ・ノワール

イタリア プーリア
レオーネ・デ・カスト

リス
ＮＶ 辛口

ネグロアマーロ、マル
ヴァジーア・ネラ

フランス ローヌ シャプティエ ＮＶ 辛口
グルナッシュ、シ
ラー、サンソ―

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

ペイ・ドック　ロゼ

南フランスのブドウから造られた美しいピンク色をした、イチゴやラズベリーの果実の香りが心地よいフレッシュな辛口。

ロゼ・ド・マルサネ　ドメーヌ・クレール・ダユ

マルサネ村のロゼワインは、ジョセフ・クレール・ダユ氏の功績と言われています。ダユ氏はガメイからピノ・ノワールへのブドウの植え替えを積極的に推進し、１９１９年にはピノ・ノ
ワールからロゼを造り、成功を収めます。ドメーヌ・クレール・ダユのフレッシュで果実味豊かないきいきとしたロゼワインです。

ファイヴ・ローゼズ

プーリア最古のワイナリーとして、１６６５年以来ワインを造り続けるレオーネ・デ・カストリス家の代表作の一つです。イタリアで初めて瓶詰めされたロゼワインとして世界中で大人気と
なりました。サリーチェ・サレンティーノエリアのネグロアマーロを主に使用しています。フレッシュでチャーミングなロゼワインです。

サンジョヴェーゼ・テッレ・ディ・キエティ

このサンジョヴェーゼは、キエティ地区の石灰質と粘土質の土壌から造られ、ミディアムボディの心地よいタンニンの感じられる柔らかな口当たりで、バランスの良い仕上がりです。グラ
ン・サッソではブドウの生育を常に自社システムでモニタリングし、成熟度の高い、凝縮した風味を持つブドウを得るために、グリーン・ハーベストなどにより収量を抑えています。

ブラックタワー　レッド

ラインヘッセン地区で１９６７年に初めて瓶詰めされて以来、世界中で愛されている、ドイツで最も輸出されているブランドの一つです。ドルンフェルダーによる深みと、ピノ・ノワールに
よる優雅さが調和した、様々なタイプのお料理に合わせやすいやや辛口の赤ワインです。

2022年　夏のリカーセレクション

No.038　冷やすことで新たな魅力を発見　赤・ロゼワインセット

フランスとイタリアから、冷やしておいしい赤ワインと、歴史あるロゼワインを厳選しました。暑い夏にピッタリ
な、清涼感とフレッシュさ、なめらかな後味のワインを、疲れた体に沁みる締めの一杯として、冷やして愉しんで

ください。
普段とは違う新たな魅力に出会えるかもしれません。

商品名

シャトー・デ・ジャック　ブルゴーニュ　ガメイ

シャトー・デ・ジャックは、ルイ・ジャドが所有するボージョレ地区の由緒あるワイナリーです。そのワイン造りの哲学は、土壌の特長を生かし、ゆっくりと時間をかけた醸造にあります。
ブルゴーニュ・ガメイは、自社畑産ガメイブドウを１００％使用し、ワンランク上のクリュ・ボージョレのみをブレンドして仕上げました。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

フラン
ス

ボルドー ラテイロン N.V. 辛口
セミヨン70%　　　カベル

ネ・フラン30％

フラン
ス

ボルドー
シャトー・ラ・ロー

ズ・ベルヴュ
2019 辛口

ソーヴィニヨンブラン85%
ミュスカデル15％

フラン
ス

ボルドー
シャトー・ラ・ロー

ズ・ベルヴュ
2019 ミディアムボディ

メルロ75％  カベルネ・
ソーヴィニョン20％　カベ

ルネ・フラン5％

フラン
ス

ボルドー
シャトー・ローラ
ン・ラ・ギャルド

2015 フルボディ
メルロ80％  カベルネ・

ソーヴィニョン20％

フラン
ス

ボルドー
シャトー・サント・
リュス・ベルヴュ・

2009 フルボディ
メルロ90％  カベルネ・

ソーヴィニョン10％

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

2022年　夏のリカーセレクション

No.039　ボルドーのアルティザン赤・白・スパークリングワイン5本セット

アルティザン（職人）とは「貴族・大規模生産」のイメージや「格付・銘柄」の印象が強いボルドーで、オーナー自ら畑を耕し、ワイン造りを行い、真摯にテロ
ワールを表現するこだわりの小規模生産者をいいます。

こうした小規模生産者達にスポットを当て、独自の視点でボルドー各地の優良生産者を発掘しご紹介して参ります。
 ボルドー産スパークリングワインの「ラテイロン・ポーリアン・クレマン・ド・ボルドー」は約130年前にシャンパーニュ地方からボルドー・モンターニュ・サ
ンテミリオンに移住したポーリアン・ラテイロン氏が造る、瓶内二次発酵（シャンパーニュ製法）を行い、24ヶ月の熟成をさせる、この生産者を代表するワイン

です。
次に＜シャトー・ラ・ローズ・ベルヴュ＞のブランとルージュは４世代続くエイマス家のジェロームとヴァレリーの夫妻で運営しています。オーストラリアやシャ
ンパーニュ、ローヌ地方で研鑽を積んできたジェローム氏は、代々受け継いだボドーの伝統に新しい風を吹き込み、評価本「ギ・ド・アシェット」などにも掲載さ
れているブライの中でも注目され るシャトーです。また＜シャトー・ローラン・ラ・ギャルド＞トラディションと＜シャトー・サント・リュス・ベルヴュ＞ルー

ジュはマルタン家が300年続く畑を伝統を守りつつ、現在は自然に寄り添いながら高品質なワイン造りを行っています。
大半が地元で消費されてしまうアルティザンワインで、ボルドーの地を旅した時に味わうことの出来るラインナップをお楽しみ下さい。

商品名

ラテイロン・ポーリアン・クレマン・ド・ボルドー・ブリュッ
ト

クレマン・ド・ボルドーを代表する生産者の1軒『ラテイロン家』。柑橘系のフレーバーと丸みのある辛口です。AOC規定を大幅に上回る24ヶ月の長期熟成です。

シャトー・ラ・ローズ・ベルヴュ・ブラン

ブライの北サン・パレのコミューンにあるシャトー。４世代続くエイマス家が造るフルーティさと華やかさに満ちた白ワインのスタンダードキュヴェです。

シャトー・ラ・ローズ・ベルヴュ・ルージュ

ブライの北サン・パレのコミューンにあるシャトー。４世代続くエイマス家が造るブドウ本来の果実感を純粋に引き出した赤の当たり年2019年です。

シャトー・ローラン・ラ・ギャルド・トラディション

ヴィニュロン、ブルーノ・マルタン氏が自然農法に適したブライの地で造る果実感とピュアさの溢れるコストパフォーマンス抜群ワイン。熟成はバリックで10％、90％
はスチールタンクで行います。

シャトー・サント・リュス・ベルヴュ・ルージュ

ブライ地区のアルティザン、シャトー・ローラン・ラ・ギャルドのブルーノ・マルタン氏が所有するもう一つのシャトーです。2/3バリック、1/3タンクにて約１８ヶ月
熟成。旨味感じる良年2009年です。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

フランス ブルゴーニュ ルモワスネ 2017 辛口 シャルドネ100%

フランス ブルゴーニュ トマ・モレ 2019 辛口 シャルドネ100%

フランス ブルゴーニュ アンドレ・ボノム 2018 辛口 シャルドネ100%

フランス ブルゴーニュ ジョゼフ・ロティ 2019 フルボディ ピノ・ノワール100%

フランス ブルゴーニュ トゥーロ・ジュイヨ 2019 フルボディ ピノ・ノワール100%

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

ブルゴーニュ・ルージュ・キュヴェ・ド・プレソニエール

ジュヴレ・シャンベルタン村で1817年からワイン造りをする家族経営のヴィニュロン、ジョゼフ・ロティ。歴史あるだけに多くの古木を有し、これだけでも遺産的価値です。このキュヴェは
1994年までジュヴレ・シャンベルタンだった区画から造られるACブルゴーニュ。凝縮した果実味でチェリーやフランボワーズ、鉄などのニュアンスがあり、ジュヴレ・シャンベルタンを思わ

せる味わい。

メルキュレイ・ルージュ・ヴィエイユ・ヴィーニュ

今ブルゴーニュでも注目されている産地メルキュレイで注目を集めているヴィニュロン、トゥーロ・ジュイヨが造る村名ワイン。南らしいリッチな果実味と洗練された酸があり、フィネスも感じ
られます。どこかエレガントさがあり、コート・ド・ニュイのメジャーアペラシオンにも負けない造り。

ブルゴーニュ・シャルドネ

元DRCモンラッシェの栽培責任者を務めたトマ・モレが造る、傑作ブルゴーニュ・シャルドネ。凝縮された果実味、豊かなミネラル感、洗練された酸が高い次元でバランスよく調和していて、
ACシャサーニュ・モンラッシェにも引けを取らない見事な仕上がりです。

ヴィレ・クレッセ・レ・フォレティーユ

マコネでも屈指の生産者、アンドレ・ボノム。今ブルゴーニュの次世代スター生産者として注目を集めています。彼が造るワインはどれもコート・ド・ニュイに勝るとも劣らない品質で、この
キュヴェも樽熟18ヶ月以上、リッチでミネラル感に溢れた極旨キュヴェに仕上がっています。

2022年　夏のリカーセレクション

No.040　ちょっと贅沢なブルゴーニュ・シャルドネ & ピノ・ノワール5本セット

フランスワインの銘醸地ブルゴーニュ地方から、格付けはACブルゴーニュや村名ながら高品質な味わいのワインを厳選しました。
蔵出し飲み頃ブルゴーニュのスペシャリスト、＜ルモワスネ＞のぶどうの出来が良い年のみに造られる極旨ブルゴーニュ・ブラン。元DRCモンラッ
シェの栽培責任者を務めた＜トマ・モレ＞が造る、シャサーニュ・モンラッシェにも引けを取らないブルゴーニュ・シャルドネ。ヴィレ・クレッセで
も屈指の生産者、＜アンドレ・ボノム＞の果実味とミネラル感に溢れた村名ワイン。ジュヴレ・シャンベルタンで長い歴史を持つ＜ジョゼフ・ロティ
＞の、元はジュヴレ・シャンベルタンだった畑からできる傑作ACブルゴーニュ。トゥーロ・ジュイヨが今大注目のアペラシオン、メルキュレイで造
る凝縮した果実味とフィネスが特徴の村名ワイン。ACブルゴーニュや村名だからこその価格ながら、飲んだらACブルゴーニュや村名を大きく超える
感動を味わえる、そんなワインの個性が光るリッチでちょっと贅沢なブルゴーニュワインの飲みくらべをお愉しみください。

商品名

ブルゴーニュ・ブラン・ルノメ

ルモワスネはボーヌに本拠地を構える生産者です。彼らの地下セラーには60万本を超えるワインが眠っていて、出荷まで一度も動かされることなく出荷の時を待っています。「ルノメ」とは”
名声”を意味し、葡萄の出来が良い年にのみ造られる特別なキュヴェ。このワインも綺麗な熟成を経て、日本へやってきました。コンデション抜群の蔵出し飲み頃のワインをお愉しみください。



 

国 地域 生産者名 味わい セパージュ 画像

アメリカ
カリフォルニア
ナパ･ヴァレー

ウォーター
ストーン

フルボディ
メルロ主体

カベルネ･ソーヴィニヨン

ウルグアイ ボデガ・ガルソン フルボディ タナ

イタリア ヴェネト ヴィラ・マッティエリ フルボディ
コルヴィーノ
コルヴィーナ

ロンディネッラ

フランス ボルドー メドック協同組合 フルボディ
メルロ

カベルネ･ソーヴィニヨン

オーストラリア
ニューサウス
ウェールズ

リヴァリーナ

カラブリア
ファミリー
ワインズ

フルボディ シラーズ

フランス
ローヌ、

グリニャン･レ･ザ
デマール

グラン・ヴーリー
(ペール・ギヨ）

フルボディ シラー、グルナッシュ

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

ル・プリウレ・リソン･グリニャン・レ・ザデマール

長年ぶどう農家としてぶどうの栽培とワインの醸造とともに手掛け、産地にこだわらず他の地域の良質なぶどうを使用したワインにも挑戦をしている家族経営生産者です。このワインはフラン
ス・ローヌ地方に畑を切り開き新たに造る赤ワインです。豊富な日照量を浴びて育ったぶどうを使い、フレンチオークで6カ月間熟成して造られたコクあり赤ワインです。豊かな果実味の中に

オーク樽の風味が溶け込みボリューム感のある味わいです。

ラ･ヴィクトワール･カーヴサンジャン ２０１５

フランスの銘醸地として有名なメドック地区の生産者です。100を超えるワインぶどう農家をコンサルしその年の良質なぶどうからワインを造ることで、毎年変わらぬ品質のワインを造り続けて
います。このワインは当たり年とし有名な2015年ヴィンテージの赤ワイン。メドック地区を代表するメルロ、カベルネ・ソーヴィニヨンのブレンドで造られています。濃厚で滑らかな黒ぶどう

の果実味が感じられ、程よい酸味と渋み、スパイスの余韻がバランスよく残るコスパ高い味わいです。

リッチランド･ザ･ブラック･シラーズ

オーナーのビル・カラブリア氏を筆頭に、家族経営を貫く生産者です。オーストラリアワイン産業の発展に貢献したとして、過去には女王叙勲賞を受賞したこともあります。またアジア最大級の
コンクール「ジャパン・ワイン・チャレンジ」では、甘口のデザートワインで最高金賞受賞するなど、多方面で評価を獲得してます。この「ブラック・シラーズ」の名の通り、黒々しく凝縮した

シラーズの味わいが表現されたコクあり赤ワインです。濃厚でチョコレートやコーヒーのニュアンスも溶け込み、飲みごたえある味わいです。

ガルソン･タナ･レゼルヴァ

ワイン専門誌｢ワイン・スペクテーター」でウルグアイ初の世界TOP100ワインに選出されるなど、注目の生産者。なんと1,000を超える区画毎に、土壌に適したぶどうを植え、品種の特徴を活
かしたワイン造りを行います。このワインはウルグアイを代表する黒ぶどう品種「タナ」種で造られる濃厚な赤ワイン。ワイン用語「タンニン(渋み)」が語源となっている品種で、その黒々しい
色合い通りの凝縮した果実味と細かな渋み、スパイスの余韻が力強く感じられます。さらにこのタナは樽熟成も施され、濃厚感あるコクの中にもミネラル感があり、しっかりした骨格の赤ワイン

に仕上がっています。

ヴィッラ･マッティエリ･ヴァルポリチェッラ･リパッソ･サン･ジャコモ･ＤＯＣ

イタリア北東部のヴェネト州にある家族経営の生産者です。見晴らしの良い高台では、自然農法が実践され、ぶどうは全て手摘みで収穫されます。この赤ワインは「リパッソ」と呼ばれる、アマ
ローネ（陰干しぶどうから造る濃厚なイタリア高級ワインの一つ）の絞りかすを混ぜてコクのあるワインを造り出す伝統的製法で仕上げられます。煮詰めたチェリーの様な濃厚な果実味と、凝縮

された黒ぶどうの旨味、ドライフルーツを思わせる甘芳ばしい香りに溢れるワインです。

2022年　夏のリカーセレクション

No.041　ナパ産メルローやメドック良年も入った濃厚&お肉に合う赤ワイン6本セット

暑い夏にお肉と一緒に愉しんでいただきたい、コクと深みのある味わいの赤ワインを６本セットでご用意しました。
カリフォルニアの銘醸産地「ナパヴァレー」のメルローや、ボルドー当たり年の２０１５年メドックも入った贅沢なセットです。

他にも、赤みのお肉との相性抜群のウルグアイ産の濃厚赤ワイン、陰干しぶどうを使って造られる甘やかなコクが特徴のイタリア産赤、オーストラリ
ア産のコク旨シラーズやローヌ産の樽熟赤ワインと、どれをとってもお肉と一緒に楽しめるラインナップになっています。

商品名

ウォーターストーン･メルロ･ナパヴァレー

ドイツ生まれの名醸造家フィリップ・ゾーン氏と、ブエナ・ヴィスタ・ワイナリーにて醸造を担当したブレント・ショートリッジ氏の2人の協力により2000年からスタートしたワイナリーで
す。こちらのメルロは、名門ワイナリーも使用するトゥルシャードぶどう園のメルロ種をフレンチオークで22カ月熟成。ブラックチェリーや熟したラズベリー、樽からくるバニラ、チョコレー

トの風味が豊かで、柔らかいタンニン（渋味）が、長い余韻をもたらします。力強さとなめらかさを併せ持った1本です！



国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像 国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

フランス ラングトック バデ・クレモン ＮＶ ミディアムボディ
グラナッシュ、カリ

ニャン主体
スペイン ラ・マンチャ

ハメケン・セラー
ズ

ＮＶ ミディアムボディ テンプラニーリョ

フランス ラングトック
マス・ドゥ・ラ・
フォン・ロンド

ＮＶ ミディアムボディ
アラモン、カリニャ
ン、サンソー、アリ

カンテ
アメリカ カリフォルニア シー・リッジ ＮＶ ミディアムボディ

カベルネ･ソーヴィ
ニヨン

フランス ラングトック LGI ＮＶ ミディアムボディ シラー
オーストラリ

ア
ヴィクトリア

カラブリア·ファ
ミリー・ワインズ

2019 ミディアムボディ
ピノノワール９

８％、他品種２％

イタリア エミリア・ロマーニャ キアーリ ＮＶ 辛口 ソルバーラ 南アフリカ 西ケープ オーバーヘックス ＮＶ ミディアムボディ
カベルネ･ソーヴィ

ニヨン

イタリア
トレンティーノ=アルト・

アディジェ州
メッツァコロナ 2018 ミディアムボディ メルロ チリ

アコンカグア・ヴァ
レー

ＶＳＥ ＮＶ ミディアムボディ メルロー

イタリア トスカーナ
カンティーネ・

ベッリーニ
ＮＶ ミディアムボディ

サンジョヴェーゼ、
メルロー

ハンガリー トーレイ 2019 ミディアムボディ ピノノワール

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

キアンティ　カルロ・ベッリーニ タリスマン　ピノノワール

ラズベリーやチェリーなど赤系果実の香りに、ブルーベリーやプラムのようなフレッシュな酸味と、柔らかなタンニンが心地よく広がる赤ワイン。
クラシックタイプのピノノワールで、このブドウの特徴であるレンガ色の緑、獣/腐葉土の香りがあります。とてもドライな風味ですが、厚みのある味わいは、フランスの

伝統的産地のものと比較しても引けを取りません。安価にクラシックスタイルの美味しいピノノワールを楽しみたい方へおすすめのワインです。

メッツァコロナ　プレステージ　メルロ VSE クラシック メルロー

透き通るようなルビーレッド。梅、グローブ、バニラを思わせる香り。柔らかい上質なタンニンと、華やかなブーケのある複雑な味わいで、長く続く余韻があります。 フランボワーズやプラムを想わせるベリー系の香り溢れる、柔らかい口当たりとスパイシーな果実味が楽しめる赤ワイン。

カステルヴェートロ　ランブルスコ　ディ　ソル
バーラ　セッコ

ケープチーター カベルネ・ソーヴィニヨン＆メル
ロー

ソルバーラ品種の特徴は酸が高く色調が淡いことです。品種の特徴をよく表し明るた きれいなピンク色。心地よい酸味とほのかな赤系果実を感じるバランスのとれたボディ
と、長い発酵期間による細かい泡が特徴です。

ほんのりスパイス香る、フレッシュ＆ジューシーな赤ワイン。

エスカル シラー ディーキン・エステート　ピノ・ノワール

豊かな果実味に生き生きとした酸味が溶け込み、スパイスときめ細かなタンニンが楽しめる赤ワイン。
フルーティで口当たりのよいワイン。明るく透明感のあるバイオレットの外観、ほんのわずかな土の香りをまとうストロベリーやラズベリー系の果実味溢れる香り、ブドウ

の名前から繊細さを感じますが、繊細さを奥に秘めながら、しっかりした味わいに仕上がっています。

果実味たっぷりで凝縮感があり、酸とタンニンのバランスも程よい、飲みごたえのある赤ワイン。

ポンポン　ルージュ シー・リッジ カベルネ・ソーヴィニヨン

口当たりはフレッシュで喉越しが良く、味わい深いワインです。また、胃にもたれにくく、テーブルワインとしてもお料理に合わせやすいため、13-15℃に冷やしても十
分お楽しみいただけます。

熟した黒い果実の味わいに、チャーミングな酸と程よいタンニンが追いかけてくるバランスのとれた赤ワイン。

2022年　夏のリカーセレクション

No.042　冷やして美味しい８カ国赤ワイン飲み比べ１２本セット

暑い夏に冷やして飲むことで、酸味とタンニンのバランスをお愉しみいただける赤ワインをセレクトしました。口当たりがフレッシュで、重くなりすぎない夏の赤ワインをご堪能ください。フランス、イタリア、スペイン、アメリカ、オーストラリア、南ア
フリカ、ポルトガル、ハンガリーの８カ国の赤ワインです。

商品名 商品名

レ・プティット・ジャメル　ルージュ ミラーダ　テンプラニーリョ&シラー

深紅色。熟したラズベリーやブラックベリー、スパイス、ペッパー、シナモンのブーケ。口当たりは柔らかく丸みがあり、シルキーな構造です。タンニンは大胆ですがほど
よく、生き生きとしてフルーティーなワインです。



国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像 国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

スペイン オラヌエヴァ - フルボディ
シラーズ
100%

フランス ランドッグ カルヴィソン - ミディアムボディ
メルロー
100％

フランス
シュド・ウェス

ト
ヴィノヴァリエ - ミディアムボディ ネグレット イタリア ピエモンテ ラ・クエルチャ - ミディアムボディ

モンテプルチアーノ
100％

フランス ラングドック
ドメーヌ・オー・ド・

ムーリエ
- フルボディ

カベルネソーヴィニ
ヨン

100％
フランス ラングドック

コレクション・
サンサン

- ミディアムボディ
ピノ・ノワール

100％

イタリア プーリア州 バルダッサーレ - フルボディ
プリミティーヴォ

100%
イタリア

フリウリ・ヴェネツィ
ア・ジューリア

アルトゥリス - ミディアムボディ
レフォスコ

100%

イタリア プーリア州
アンティカ・

パナセア
- ミディアムボディ

サンジョヴェーゼ
100％

イタリア シチリア サラパルータ - ミディアムボディ ネーロ・ダーヴォラ

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

テッレ・ダガラ・ロッソ

黒ブドウの栽培に適したシチリア中東部のブドウを使用し、大樽で熟成して造られます。マラスカチェリーなどの華やかで軽やかな香りにバランスがとれた味わい
で、心地よい余韻が残ります。

サンジョヴェーゼ

煮詰めたプラムにブラックチェリーなどの華やかな香り。芳醇な果実の風味と穏やかな酸味との
バランスに優れた南の産地らしいフルーティーな味わい。

プリミティーヴォ・サレント　ミネブリオ レフォスコ

年間生産15000本。石灰質土壌。樹齢25～30年。早朝に手摘みで収穫。選果後、温度管理されたステンレスタンクでマセラシオン。煮詰めたプラムに、ジャムの
ような甘さ、チョコレートのような雰囲気を持つ香り。口当たりから芳醇な果実の風味が印象的で、穏やかな酸とタンニンは非常に微量。フルーティーで親しみやす

いプリミティーヴォらしい味わい。フルボディ。

チビダーレ・デル・フリウリ近郊の平地と丘にある畑のブドウを使用。自社畑の中でも特に個性のある区画。温度管理された状態で発酵。ブドウの果皮から色と香りを抽出させ
るためルモンタージュを行い、温度管理されたセメントタンクで貯蔵。紫がかった深いルビーレッド、品種由来の典型的なアロマでブラックベリーや黒スグリやスパイスのニュ

アンス。柔らかくドライな味わいで、ブドウ本来の味わいと生き生きとしたタンニンが感じられる。

カベルネ・ソーヴィニヨン ピノ・ノワール

広大なラングドック地方の中でも特に造り手のステファン・ブイ史が思い入れのあるラ・ムーリエ地区にて栽培されたブドウを使用。中心部は黒みがかった、濃いめ
のガーネット色。煮込んだプラム、スミレ、スパイス、カシスの芽と複雑なアロマ。よく熟した果実の凝縮感から始まり、高い収斂性、骨格のしっかりとした厚みの

あるボディ、渋みをともなった複雑で濃い余韻が特徴的。

ラングドック地方のサンサンという小地区で栽培されたブドウを使用。口当たりから深みのある果実の風味が印象的で、柔らかくしっかりとした酸味に支えられたエレガントで
深みのある味わい。

フランスワイン史最古のエリアとも言われるカルヴィソン地区で栽培。樹齢は30年以上。芳醇な赤い果実の香り。口当たりからインパクトのある果実味、ふくよかなボディで
エレガント。

ランフィニ　フロントン モンテプルチアーノ・ダブルッツォ

2006年に誕生した250もの生産者が集まる比較的若い生産者組合。選別された葡萄で10日間発酵。芳醇なスミレやブラックカラントのアロマが強く感じられ、丸
みがある心地よい質感。余韻にはすっきりとしたリコリスのニュアンスを残す。

ウーディネ大学と共同でワインの古代製法を研究している造り手。芳醇な黒い果実やスミレの香り、厚みのある口当たりに程よいタンニン、中程度の重たさが印象的でフルー
ティーな味わい。

2022年　夏のリカーセレクション

No.043　お肉に合わせる本格派10種赤ワイン10本セット

暑い夏に食べたくなる肉に合わせて美味しい赤ワインを10本選びました。ラム肉にオススメなのはスペインの＜オラヌエヴァ＞シラーズ、ボリュームと香りがしっかりあるこのワインは香り豊かなラム肉と好相性。牛肉には、ランフィニ　フロントン、＜
ドメーヌ・オー・ド・ムーリエ＞カベルネ・ソーヴィニヨンがおすすめ、赤身肉の網焼き・ペッパーを利かせて、赤ワイン煮込みで、など、肉の旨味+調理法で引き立つ味わいに、しっかりと合わせやすワインを選びました。豚肉には、シチリア島の＜サラ

バルータ＞テッレダガラロッソ、フランスの＜カルヴィソン＞メルローがおすすめ、味付けのしっかりとした角煮やローストポークが好相性、少し冷やし目でも美味しくいただけます。鶏肉には、モンテプルチアーノダブルッツォ、ピノ・ノワール・レ
フォスコなどがおすすめ、鶏ハムや蒸し鶏など塩麹で優しく仕上げた料理など好相性。品種の個性とお肉の食べ合わせ、是非お愉しみください。

商品名 商品名

シラーズ セレクシオン　メルロー

オラ・ヌエーヴァは、『new wave』の意味。長年ワイン造りを行ってきた生産者が今までになかったようなテイストのワインを目指して手掛けた一品。夏は４０
を超すラ・マンチャ地方にて、暑さゆえに過熟とならないよう標高７００ｍ以上に畑を構える。暑さからくる熟した葡萄の凝縮感と標高の高さからくるしっかりとし

た酸味のバランスに優れた、まるでリキュールを思わせながらも綺麗な酸味が残る濃厚エレガントな味わい。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

フランス ブルゴーニュ
ヴィニュロン・デ・
テル・スクレット

ミディアムボディ ピノ・ノワール100％

フランス ローヌ
カーヴ・デステザル

グ
ミディアムボディ

グルナッシュ60％
シラー20％

カリニャン20％

フランス 南西
ヴィニュロン・ド・ラ

バスタン
ミディアムボディ マルベック 100％

イタリア ピエモンテ
カーサ・ヴィニコー

ラ・カゼッタ
ライトボディ ペラヴェルガ100%

イタリア ピエモンテ
ウンベルト・フィ

オーレ
ミディアムボディ バルベーラ100％

イタリア アブルッツォ ワイン・ピープル ミディアムボディ モンテプルチアーノ

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

ペモ・モンテプルチアーノ・ダブルッツォ

PEMOのモンテプルチャーノ・ダブルッツォは、標高250メートル以上の丘陵地帯で栽培されたブドウのみを使用しています。発酵終了後も、果皮はそのままにして5日から7日間寝かされます。熟成用の樽に移
されるとワインは自然にマロラクティック発酵をし、よりまろやかになっていきます。熟した赤いフルーツの香り、果実味とタンニンのバランスがよく、ミディアムボディの辛口。程よく長い余韻が楽しめます。

ペラヴェルガ・コッリーネ・サルッツェージ

「ペラヴェルガ」というブドウ品種は、1511年サルッツォ伯爵のマルゲリータ・ディ・フォアがローマ教皇ユリウス2世にプレゼントとして送ったところ、教皇はこのワインの魅力に取りつかれ、いつも教皇の
テーブルに置くよう命じた、という逸話を持っています。ラズベリーやスグリ、チェリーを思わせる赤い果実の香り、瑞々しいエレガントなワインで、様々な食事に合わせやすい、使い勝手の良いタイプです。

バルベーラ・ダスティ・DOCG

ブラックチェリー、ラズベリー、煮詰めたリンゴ、白コショウやプルーンのアロマ。余韻に仄かに明るい色の葉巻タバコ。バルベーラ種は時に酸味が強いものが多くみられますが、このワインは甘味と酸味が綺麗
なバランスで作られており、適度な渋みもあって、飲みごたえも感じさせてくれる使い勝手のよいワインです。肉料理全般はもちろん、少し冷やして、前菜のような軽い食事とも合わせて美味しく飲めます。

コート･デュ･ローヌ･テル･ド･ミストラル・ルージュ

鮮やかな若々しいルビーの色調。香りにも若々しさが出ており、凝縮した果実の香り、 ローヌらしい土っぽさやスパイスの香り。 果実味は、とてもクリーンな印象。甘すぎない果実味が飲み飽きしなく最後まで
楽しめる赤ワイン。 お肉料理や和食なら肉じゃが焼き鳥（たれ）などにも合わせられるお手頃価格でデイリーワインには最適な1本です。

ラシーヌ･ヴァン･ド･ペイ･コンテ･トロサン･マルベック

ドライプルーンのような干し果実の印象に加え、モカやカカオのようなチョコレート系の香りも加わっています。味わいは一般的なマルベックのイメージに比べると、非常に素直でタンニンもさらりとしていま
す。マルベック＝アルゼンチンという図式が昨今では成立していますが、本来のマルベックの持っている素性の良さを前面に引き出すことが出来た稀有なワインだといえます。

2022年　夏のリカーセレクション

No.044　夏に楽しむフランス&イタリア産ミディアム赤ワイン6本セット

暑さが増してきて、冷たい飲みものが格別に美味しく感じる時期に楽しめる、フランス産、イタリア産のミディアムタイプの赤ワインを取り揃えたセットです。
フランスからは、チャーミングな果実味と酸のバランスが良く、暑い時期のあっさりとした食事にも合わせやすいタイプのブルゴーニュ産のピノ・ノワール。柔らかな果実味と後味に
ほんのりとしたスパイシーな余韻が残る、ブレンドタイプのローヌワイン。タンニン分は穏やかでありながら、濃縮感のある果実味が楽しめるので、冷やして飲んでも楽しる南西地方

で造られるマルベックをセレクト。
イタリアからは、ローマ教皇も愛したと言われる、イタリア固有の土着品種ぺラベルガ。ライトボディに近い軽めのタイプですが、伝統的な「カペッロ（発酵中に果汁の上に花梗や搾

りかすを浮かばせておく製法）」を採用しているので、味わいに旨味を感じられます。ピエモンテで造られる赤ワインの中で半分以上を占めるバルベーラ。生き生きとしたフルー
ティーさが特徴で、果実味と酸味のバランスがよくデイリーで楽しめます。モンテプルチアーノは、柔らかな味わいで従来の物よりも軽めのタイプです。果実味も豊かなので、冷やし

て飲んでも楽しめます。

商品名

ブルゴーニュ・ピノ・ノワール

 赤紫蘇、チェリーを思わせる香り、リコリスを思わせる、穏やかな甘み、土の香り。口に含むと穏やかな酸味、甘味のバランスが良く、僅かな渋みも感じます。 出汁を使い、素材の持ち味を生かした和食と良く
合います。出汁を使い、素材の持ち味を生かした和食と良く合います。野菜や肉料理はもちろん、イワシやサバなど、青背の魚の寿司、マリネなど少し香りが強いものとも良く合います。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

フランス ブルゴーニュ
ドメーヌ・ルード
ヴィック・ベラン

フルボディ ピノ・ノワール100

フランス コートデュローヌ
ドメーヌ・クリュー

ゼル・ロック
フルボディ シラー96、ヴィオニエ4

フランス ボルドー フルボディ
メルロー90、マルベック

10

フランス 南西地方 ビュルク フルボディ
マルベック85、メルロー

15

フランス ラングドック モン・トッシュ フルボディ
グルナッシュ、カリニャ

ン、シラー

フランス コルシカ島
メゾン フランソワ

ラベ
ミディアムボディ ピノ・ノワール100

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

ラベ ピノ ノワール ヴァン ドゥ ペイ ドゥ リル ドゥ ボーテ

珍しいコルシカ島のピノ ノワール。リル ドゥ ボーテはコルシカ島の原産地統制呼称。赤い果実、ベリーのニュアンス。世にクロヴージョを送り出しブルゴーニュを知りつくす生産者の手に
よるキレイな酸味。

カオール・シャトー・ピネレ

カオールでトップクラスの評価を得ているシャトー・ピネレ。若干フィルターを掛けて瓶詰め。樹齢の古いブドウからの仕込みもブレンド。のびやかな果実味とコク、力強さが感じられる。

フィトゥ・フランボワイヤン・トラディション

フルーティでまろやかな中に力強い野性味やスパイシーさも共存する南仏らしい赤ワイン。

コート・ロティ・クラシーク

アンピュイ村に位置する家族経営の小さなドメーヌ。豊かさと温かみを備えた魅力的なワインを生産。木目細かいタンニンを持つ非常にエレガントなスタイル。

シャトー・ジャン・ラルク（ボルドーA.C.）

伝統的な醸造方法を重んじ、フルーティーでバランスの良いワインを生産しています。香り、果実味が豊かで非常に味わいとのバランスがとれた良質なボルドー。飲み飽きないタイプ｡

2022年　夏のリカーセレクション

No.045　フランス周遊地方別赤ワイン飲みくらべ6本セット

北から南、東から西までぐるりと一周してワイン大国フランスを代表するワイン生産地から、その土地ならではの
品種の特徴を表現した赤ワインを集めました。大人気のボルドー、ブルゴーニュやコートデュローヌの高級ワイン

なども愉しめます。どれも食事にも良く合うワインです。フランスを旅した気分でお楽しみください。

商品名

ペルナン・ヴェルジュレス・レ・ベルフィーユ

小粒のピノ・ノワール「ピノ・ファン」を使用しまさに「美しい娘」と名付けられた、ピノ・ノワールの豊かで美しいアロマとミネラルを感じる味わい。



国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像 国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

フランス 南西地方
ドメーヌ・アラ
ン・ブリュモン

辛口
グロ・マンサン50％、ソー
ヴィニヨン・ブラン50％

スペイン ルエダ クネ 辛口 ベルデホ100%

フランス ラングドック ラ・クロワザード 辛口 シャルドネ100％ スペイン リオハ クネ 辛口 ビウラ 100%

イタリア ヴェネト
ナターレ・ヴェル

ガ
辛口

ガルガーネガ70%、ピノ・
ビアンコ20%、トレッビ

アーノ10%
チリ セントラルヴァレー ウンドラーガ 辛口

シャルドネ95%、
ソーヴィニヨン・ブラ

ン5%

イタリア プーリア トゥルッリ 辛口 ヴェルメンティーノ100% オーストラリア
サウス・イースタ

ン・オーストラリア
イディル・ワイン 辛口 シャルドネ100％

イタリア シチリア
ナターレ・ヴェル

ガ
辛口

グリッロ90%、カタッラッ
ト10%

南アフリカ ウェスタン・ケープ ワイルドハウス 辛口
シュナン・ブラン

100%

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

オーガニック グリッロ シュナン・ブラン

シチリアの海風が育んだオーガニック白ワイントロピカルフルーツやハーブのアロマが際立ち、フレッシュ且つ辛口な味わいです。
爽やかな香りが余韻まで長く続きます。

柑橘系果実、ライチのニュアンスとともに、いきいきとした酸味が感じられ、後味は爽やかで果実味が豊かです、
花崗岩土壌に由来するミネラル感、シュール・リーによるまろやかさ、複雑さも感じられます。

ヴェルメンティーノ サレント ウィスパーズ シャルドネ

アドリア海を想わせる、塩味の効いたミネラル感と程良い酸が口中に広がり、ボリューム感のある果実味と相まって、複雑ながらも心地よく、爽やかな余韻
へと続きます。

レモンなどの柑橘系果実のフレッシュさと、桃などの果実の甘みがストレートに感じられる味わいです、

ソアーヴェ DOC アルタ・ロマ シャルドネ ソーヴィニヨン

輝きのある淡い黄色レモン、グレープフルーツ、ハーブ、カモミールいきいきとした酸味とフレッシュさのバランスが秀逸なワインです。 完熟したアプリコットや黄桃など黄色い果実の香り、新鮮な果実味と酸のバランスが良くジューシー且つフレッシュな味わいです。

フレッシュでありながら、ふくよかで豊かなコクを感じる。アペリティフとして完璧だが、シーフード、特にエキゾチックなソースを添えても好相性です。

レゼルヴ シャルドネ アラーノ オーガニック ビウラ

フレッシュな果実味、フルーティで心地よ酸味が広がり、バランスの良い味わいが生まれます。
洋ナシやアプリコット、バニラのアロマが華やかに広がります。

白い花のフレッシュな香り、長い余韻の中に、果実味と心地よい酸が感じられる。
果実本来の味わいを活かしています。(ソイスセルト認証オーガニックワイン)

2022年　夏のリカーセレクション

No.046 世界の食卓から 日常を飾る白ワイン10本セット

世界のワイン産地から、カジュアルに愉しむデイリー白ワインを10本セレクトしました。
＜フランス＞

南西地方名門ワイナリー＜ドメーヌ・アラン・ブリュモン＞の土着品種と国際品種のブレンドワインです。溌溂とした酸のフレッシュな味わいです。
人気の＜ラ・クロワザード＞のシャルドネは、レゼルヴタイプ！低温で発酵させフルーティで心地よい酸味が生み出されます。バニラのアロマをお愉しみください。

＜イタリア＞
北部イタリアのヴェネト州を代表する“ソアーヴェ”フレッシュな果実味と酸味のバランスのいい味わいです。

南イタリアのヴェルメンティーノはミネラル感たっぷりの味わい！
シチリアのオーガニックワイン、土着品種“グリッロ”を使用したドライな味わいが特徴の白ワインです。

＜スペイン＞
「ルエダ」産地が名前になっている白ワイン、ベルデホ100%のフルーティで爽やかな白、きっちり冷やしてお愉しみください。

「ビウラ」は聞きなじみのない品種ですが、スペインではメジャーな品種、フレッシュな味わいでどんなお食事とも相性バッチリです。
＜チリ＞

国際品種2種のブレンド、シャルドネの切れ味とソーヴィニヨンの華やかさ、ブレンドによるバランスの良さが特徴です。
＜オーストラリア＞

シャルドネ100%、柑橘系果実の爽やかさ、白桃のような余韻があります。
＜南アフリカ＞

フレッシュでいきいきとした酸が特徴のシュナン・ブラン100％、トロピカルフルーツのような香りもお愉しみいただけます。

商品名 商品名

ガスコーニュ・ブラン ルエダ

さわやかな酸味、柑橘系の溌剌さ、トロピカルフルーツの複雑味が、バランスよく感じられます。
パイナップルや果物の蜜のフレーバーも感じられ、濃厚な舌触りです。



国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像 国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

フランス 南西地方
ドメーヌ・アラン・ブ

リュモン
ミディアムボディ

タナ50％、メルロー
50％

スペイン リオハ クネ
ミディアムボ

ディ

テンプラニーリョ85%、ガ
ルナッチャ及びマスエロ

15%

フランス ラングドック ラ・クロワザード フルボディ
カベルネ・ソーヴィニ

ヨン50%、シラー50%
スペイン リオハ クネ

ミディアムボ
ディ

テンプラニーリョ 100%

イタリア アブルッツォ ナターレ・ヴェルガ フルボディ
モンテプルチアーノ

100％
チリ

セントラル・ヴァ
レー

ウンドラーガ フルボディ メルロー100％

イタリア プーリア トゥルッリ フルボディ
ネグロアマーロ 90%
、マルヴァジア・ネー

ラ 10%
オーストラリア

サウス・イースタ
ン・オーストラリア

イディルワイン フルボディ
カベルネ・ソーヴィニヨン
53%、シラーズ37%、プ
ティ・ヴェルド5%、他

イタリア シチリア ナターレ・ヴェルガ ミディアムボディ
ネーロ・ダーヴォラ

90%、カベルネ・ソー
ヴィニヨン10%

南アフリカ ウェスタン・ケープ ワイルドハウス フルボディ シラーズ100%

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

オーガニック ネーロ・ダーヴォラ シラーズ

赤いベリー系やチェリーのアロマに、スパイスのニュアンスが感じられます。芳醇な果実味に富み、しっかりとした味わいです。
深みのあるガーネット色。

果実味豊かで、ほのかなスパイスに由来する爽やかさが感じられます。エレガントな味わいですが飲みごたえがあり、繊細な口当たりです。

サリーチェ・サレンティーノ ウィスパーズ カベルネ・シラーズ

完熟果実のボリュームをエレガントに纏めるように、樽熟由来の複雑さが、アクセントになっています。力強いストラクチャーと、長い余韻を楽しめます。 ブラックベリー、ブラックチェリー、コーヒー、アーモンドブラックベリーやカシスなどの果実味とタンニンがしっかりと感じられ、柔らかく繊細な口当たりです。

モンテプルチアーノ･ダブルッツォ アルタ・ロマ メルロー

鮮やかなルビーレッド。豊かな果実味、柔らかいタンニンがうまく調和した、バランスの取れた味わいが魅力の1本です。 完熟した赤い果実の豊かな香り、親しみやすく軽やかでバランスが良く、後味には果実のみずみずしさを感じます。

エレガント且つ若々しいスパイスの香り、バランスのいい酸味を愉しめます。
様々な料理に合わせることができるワインです。

レゼルヴ カベルネ・シラー アラーノ オーガニック テンプラニーリョ

オーク樽に起因するトースト香、スムーズでなめらかな口あたり、余韻が長く感じられる味わいです。
テンプラニーリョのお手本的なアロマやソフトな口当たり、若々しさも感じられる。果実味豊かで、

フレッシュさとともに心地よい酸が広がります。(ソイスセルト認証オーガニックワイン)

2022年　夏のリカーセレクション

No.047 世界の食卓から 日常を飾る赤ワイン10本セット

世界のワイン産地から、カジュアルに愉しむデイリー赤ワインを10本セレクトしました。

＜フランス＞①南西地方名門ワイナリー＜ドメーヌ・アラン・ブリュモン＞「タンニン」の語源となった品種“タナ”と国際品種メルローのブレンドワインです。
長めの発酵により品種の持つ凝縮感あふれる果実味を引き出します。

②人気の＜ラ・クロワザード＞カベルネとシラーのブレンド、凝縮感としっかりとした果実味、長い余韻を愉しめる逸品です。
＜イタリア＞

③中部イタリアを代表する「モンテプルチアーノ・ダブルッツォ」開けた瞬間から溢れる果実味、柔らかいタンニンとのバランスが絶妙です。
④南イタリアの「サリーチェ・サレンティーノ」は濃厚！複雑！を兼ね備えた果実味たっぷりの味わい！

⑤シチリアのオーガニックワイン、土着品種“ネーロ・ダーヴォラ”を使用、芳醇な果実味溢れる味わの赤ワインです。
＜スペイン＞

⑥スペイン王室御用達ワイナリーが造るフレッシュなクリアンサ、華やかな香りとテンプラニーリョ主体のブレンドによる味わいの複雑さが愉しめます。
⑦テンプラニーリョ100％のオーガニックワイン、爽やかな酸味を伴った果実味とジューシーで柔らかいタンニンを心地よく感じます。

＜チリ＞
⑧ブルーベリーなどの凝縮感のある香り、軽やかでバランスがよく余韻に果実のみずみずしさを感じます。

＜オーストラリア＞
⑨カベルネ&シラーズの濃厚ブレンド、カシスやブラックベリーなどの果実味と柔らかなタンニンをしっかり感じる味わいです。

＜南アフリカ＞
⑩シラーズ100％、風味豊かで凝縮感を感じる味わいと、完熟ぶどうの旨味をお愉しみいただけます。

世界の赤ワイン、各産地のテロワールの違い、品種ごとの味わいをご賞味ください！

商品名 商品名

ガスコーニュ・ルージュ クリアンサ

豊かで滑らかなタンニンを美しい酸がバランスよく纏め上げています。
樽熟成に由来するトースティーなニュアンスとドライな後味が印象的なワインです。



国 地域 生産者名 味わい セパージュ 画像 国 地域 生産者名 味わい セパージュ 画像

ウルグアイ
コリナス・デ
ウルグアイ

フルボディ タナ フランス ロワール
ドメーヌ･ド･ラ
ジュスリニエー
ル

辛口 ミュスカデ

アルゼンチン メンドーサ
ボデガ
ビニャルバ

フルボディ マルベック フランス
グラン
ヴーリー

辛口
ソーヴィニヨン・ブラ

ン

アメリカ カリフォルニア
センター
ピース
セラーズ

ミディアムボディ
カベルネ・ソーヴィニ

ヨン
オーストラリア

ニューサウス
ウェールズ
リヴァリーナ

カラブリア
ファミリー
ワインズ

辛口 シャルドネ

スペイン ラ・マンチャ
ガルシア
カリヨン

ミディアムボディ
テンプラリーニョ、カ
ベルネ・ソーヴィニヨ

ン
イタリア シチリア 辛口

チリ
ヴィーニャ
フレイ・レオ
ン

ライトボディ メルロ イタリア ヴェネト ベルナルド 辛口 ガルガネガ

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

マティナル･メルロ コルテ・ソアヴェ

銘醸産地にある自社畑の高品質なぶどうを使用し、サステイナブル認証を取得するなどこだわりのワインを造ります。このメルロは赤い果実やプラムなどあふれ
る果実味に、コーヒーやチョコレートのニュアンスを感じる香り、滑らかな渋味と果実の風味を感じる味わいです。

ベルナルド家は、ぶどうの栽培農家でしたが1968年よりイタリア・ヴェネト州でワイン造りをスタートしました。同蔵の造るワインは、多くのレストランでもオンリ
ストされ、地元で高い評価を獲得しています。この白ワインは、フレッシュな果実の香りが広がり、やわらかく繊細な味わい。軽やかな飲み心地の白ワインです。

ガルシア･カリオン･オペラ･プリマ･テンプラニーニョ トーラ・カタラット

130年以上の歴史を誇るスペインで長年愛されるワイナリーです。ラ・マンチャの伝統的な造りと土壌の特徴を余すことなく反映され造られるのがこのオペラ・
プリマシリーズです。スペインが誇るこのテンプラニーリョは濃い紫がかった色合いと複雑な香りを持っています。バランスがとれたフレッシュな果実味と程よ
い長さの余韻があり、気軽に楽しめる1本です。

シチリアの地で3世代にわたってワイン造りを守る家族経営の生産者です。彼らのワインは海抜400メートルに位置する自社畑のブドウのみを使って造られています。
シチリアを代表するイタリアの地場品種を得意とし、ある地場品種において、過去にイタリアNo1の評価を獲得するほどの実力生産者です。シチリアの品種の中でも
昔から愛されてきたカタラットを使用し、低温管理のもと、ステンレスタンクにて醗酵させたフレッシュな白ワインでし。すっきりとした味わいでシトラスのような爽
やかな味わいが口いっぱいに広がります。

センターピース･カベルネ・ソーヴィニヨン リッチランド･シャルドネ

カリフォルニア全域から、一貫して親しみやすくコストパフォーマンスに優れたワインを生産・販売しており、ブドウの供給からワイン醸造、ボトリングまでを
一貫して手がけて造るワインの信頼度から全米有数の規模まで成長している生産者です。「センターピース」は、「カリフォルニアこそがアメリカのワイン生産
の最も重要な部分（＝センターピース）である」という思いを表しているとのこと。このカベルネ・ソーヴィニヨンで造られたこの赤ワインは、程よい渋味とそ

れに負けない果実の風味が感じられます。しっかりとしたタンニンとリッチな果実味が特長です。

オーナーのビル・カラブリア氏を筆頭に、家族経営を貫く生産者です。オーストラリアワイン産業の発展に貢献したとして、過去には女王叙勲賞を受賞したこともあり
ます。またアジア最大級のコンクール「ジャパン・ワイン・チャレンジ」では、甘口のデザートワインで最高金賞受賞するなど、多方面で評価を獲得してます。完熟し
たシャルドネで造るこの白ワインは、きれいな酸と完熟した果実感が驚きの完成度です。たっぷりのコクが楽しめ、様々な場面でお楽しみいただけるワインです。

1719年から約3世紀にわたり、ロワール地方のナント近郊にあるサン・ジュリアン・ド・コンセルを拠点として自社畑のぶどうでワインを造り続
けている歴史ある生産者です。シュール・リー（澱とともにワインを熟成させ、旨味を抽出する方法）によって旨味がたっぷり詰まったミュスカデ造りを得意としてい
ます。

ビニャルバ･マルベック プランス・ガリアン・ソーヴィニヨン・ブラン

アルゼンリン銘醸「メンドーサ」地区に最高樹齢100年以上のマルベック種の畑を所有する生産者。カリフォルニアの有名ブティック・ワイナリー「ポール・
ホッブス」のポール氏自らが醸造をコンサルティングすることで、モダンで力強く、世界でも高い評価を得ています。このワインはアルゼンチンが最も得意とす
る品種、マルベックの比較的若いぶどうの木からとれるぶどうを使用し、果実味を十二分に表現するために樽熟成を行わずそのまま瓶詰。ベリーのフルーティー
な味わいを楽しめるデイリーワインです。

長年ぶどう農家としてぶどうの栽培とワインの醸造とともに手掛ける家族経営の生産者です。その実力は現地の新酒コンクールにて金賞を受賞するほど。ボジョレー地
区のみならず産地にこだわらずに、長年培ったぶどう農家とての経験、技量、コネクションで、他の地域の良質なぶどうを使用した安価で良質なワイン造りにも挑戦を
しています。この白ワインはソーヴィニヨン・ブラン種を使用したヴァン・ド・フランスの白ワインです。厳選した完熟ぶどうを低温発酵にて醸すことで、本来の豊か
なぶどうの果実味がそのままに活かされた爽やかな味わいです。

2022年　夏のリカーセレクション

No.048　注目産地ウルグアイ入り！世界の品種別赤・白ワイン10本セット

近年注目のワイン産地、「ウルグアイ」産ワインが入った様々な国で造られる品種の特徴を飲み比べいただける１０本をセットでご紹介。
注目のウルグアイからは、しっかりとした味わいを楽しめるタナ種をご紹介。その他、アルゼンチン、カリフォルニア、オーストラリア、チリなどの新大陸産ワインとフランス、スペイン、イタリアの欧州産ワイン、合計８

か国のワインを品種別でお愉しみいただけます。

商品名 商品名

コリナス･デ･ウルグアイ･タナ
ドメーヌ･ド･ラ･ジュスリニエール･ミュスカデ･シュール･

リー

「ウルグアイのワインをもっと気軽に楽しんで欲しい」と立ち上げられた新鋭ワイナリー。ウルグアイ初のTOP100ワイナリーに選出されるなど注目のウルグ
アイ生産者「ガルソン」の醸造家がワイン造りに携わっています。ウルグアイの代表的な品種タナの味わいをストレートに表現した赤ワインで、ベリー系の豊か
な果実味に、心地よい余韻を楽しめます。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

イギリス
スコットラン

ド
BB&R

イギリス
スコットラン

ド
BB&R

イギリス
スコットラン

ド
BB&R

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

BB&R　クラシック　シェリー

スペイサイドの特徴であるフルーティなキャラクターが途切れなくハーモニーを奏でるブレンデッドモルト。色はゴールデンシロップ。香りはフローラルで、蜂蜜をかけたフルー
ツ、ウッドが広がり、味わいは丸みがありクリーミーで、シトラス、蜂蜜が広がり、柔らかなフルーツの甘みが余韻となって続きます。まずはストレートでシェリーの重厚化な味わ

いをお楽しみ下さい。

BB&R　クラシック　アイラ

アイラ島を代表するいくつかの蒸溜所の原酒を使用し、アイラモルトならではの薬品様の香りが効いたスタイルです。色はライトゴールド。香りは塩気を伴ったフェノリックなピー
ト、果樹園が広がります。味はクリーミーで、シロップ、麦芽の甘みの後にスモーキーさが現れ全体を包み、フィニッシュに潮と共に再びピートが現れ心地よい余韻が続きます。

ソーダで割って、スモーキーハイボールをお楽しみください。

2022年　夏のリカーセレクション

No．049　英国王室御用達の老舗酒商　ベリーブラザーズ＆ラッド　モルトウイスキー飲み比べ3本セット

英国の老舗ワイン・スピリッツ商がつくるモルトウイスキー３本セットです。スイートでフルーティな「スペイサイド」、リッチでメ
ローなシェリー、パワフルかつスモーキーなアイラとスコッチウイスキーの多彩な個性をお楽しみください。

商品名

BB&R　クラシック　スペイサイド

ウイスキーにラグジュアリーさを与えるシェリー樽由来のドライフルーツの風味が効いたスタイルで、スペイサイドモルトを軸に厳選されたシェリーバット熟成の原酒のみを使用。
色は赤みを帯びたダークアンバー。香りはプルーン、レーズンの魅力あふれるシェリー樽由来のアロマが広がり、味はドライデーツ、ドライイチジク、マーマレード、ウッド、アー

モンドが混ざり合い、非常に長い余韻が続きます。ストレートでもハイボールでもロックでも、どんな飲み方でも楽しめるオールラウンダー。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

オーストリア レンツ・モーザー 辛口
グリューナー・ヴェルト

リーナー

オーストリア ウィーン ヴィーニンガー 辛口 リースリング

オーストリア ウィーン ヴィーニンガー 辛口 シャルドネ

オーストリア
ノイジードラー

ゼー
ハインリッヒ 辛口

ｼｬﾙﾄﾞﾈ、ﾋﾟﾉ･ﾌﾞﾗ、ﾑｽｶｰﾄ
ｵｯﾄﾈﾙ、ﾋﾟﾉ･ｸﾞﾘ

オーストリア
ヴェストシュタイ

ヤーマルク
ラングマン 辛口

ブラウアー・ヴィルト
バッハー

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

ハインリッヒ　ネイキッド　ホワイト

4種類のぶどうをブレンド。1晩のスキンコンタクト後、発酵、木樽とアンフォラでの熟成（ムスカートオットネルのみ醸し発酵）。　無濾過無清澄。濁った色調だが、フルーティでクリアー、旨みが
しっかり感じられるナチュラルワイン。【白・辛口】

シルヒャー　クラッシック

所有する３つの畑のブレンドで、ベーシッククラスのシルヒャー。８～２４時間のスキンコンタクト後、ダイレクトプレス。スパイシーで果実味豊富、酸との調和のとれた、爽やかで個性的なロゼワイ
ン。【ロゼ・辛口】

ウィーン　リースリング

ドナウ川の両岸土壌の違う、ニュスベルクとビザンベルク、両地域のぶどうを使用。南国系フルーツの香りと硬質なミネラル、シャープ酸。ドライでタイトなリースリングワイン。【白・辛口】

シャルドネ　クラッシック

ステンレスタンク80％、大樽20％での熟成。樽の要素は控えめで、優しめのアタックだが味わいはまろやか。時間が経ち温度が上がるにつれて、しっかりと旨みが広がるワイン。【白・辛口】

2022年　夏のリカーセレクション

No.50　オーストリアワインの魅力を知る　辛口白：ロゼワイン5本セット

世界屈指の観光地オーストリアのワインは何と言っても少量生産、高品質な土地の個性を大切にした丁寧なワ
イン造りが感じられます。タイプの異なる辛口白ワイン4本と、この機会に是非味わっていただきたい、地域を
代表する辛口ロゼ1本をセレクトした5本セット。見かけることが少ないオーストリアワインの幅広い魅力が堪

能できるセットです。

商品名

レンツ・モーザー　スペシャルセレクション　グリューナー・ヴェルトリーナー

クレムスタールとヴァインフィアテルのぶどうを使用。ステンレスタンクでの熟成。レモンやハーブ、白コショウを思わせる華やかな香り。爽やかで上質な酸を持つ。オーストリア北部のグリューナー
の特徴が良く表れた、バランスの良い味わい。【白・辛口】



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

フランス アルザス エルフリッシュ 辛口 ピノ・ブラン100％

フランス アルザス エルフリッシュ 辛口 リースリング

フランス アルザス エルフリッシュ 中辛口 ピノ・グリ

フランス アルザス エルフリッシュ 中辛口
ゲヴェルツトラミネー

ル

フランス アルザス エルフリッシュ 辛口 リースリング

フランス アルザス エルフリッシュ 中辛口 ピノ・グリ

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

エルフリッシュ　フィングスベルグ　ピノ・グリ

現在のグラン･シェ･ド･フランスの社長を務めるジョゼフ・エルフリッシュは代々ワインとブランデーをつくり続けて来たエルフリッシュ家の６代目。ストラスブール近郊
の「金の冠」と呼ばれるアルザスの著名な中心地の１０つの畑の優れたぶどうからつくられるラインとグランクリュラインを有している。熟成感の有る完熟したアプリコッ
ト、りんごの蜜のような香りとスモーキーでマッシュルームの様なニュアンスがワインに複雑性とフィネスを宿している。味わいには、酸と旨みのある味わいに、豊かな果

実の厚みがあるので、アルザス名物の豚のリエットや、和食では筑前煮などコクや旨味のあるものとのマリアージュがぴったりです。

ゲヴェルツトラミネール

ライチやバラ、スパイスの様に香り高くアロマティック。優しい口当たりでフレッシュでほろ苦い味わい。 鳥のスパイシーローストや山椒風味の鰻の白焼きなど香りの強
いものと美味しくいただけます。

エルフリッシュ　シュタインクロッツ　リースリング

強く鉱物的なニュアンスとリンゴの蜜ような複雑で深みのある香り。骨格と凝縮感のある味わい、。グリルしたエビや鮑のバターソテーなど食感のしっかりした旨味のある
料理と。

リースリング

白い花の香りとマンダリンオレンジのような柑橘系のニュアンス。　郷土料理のシュークルーとよく合い、酢の物や、サラダ類など酸味のある軽い料理との相性が特に良い
です。

ピノ・グリ

スモーキーでマッシュルームの様なニュアンスにアプリコットの香り。少し味わいに厚みがあるので、豚のリエットや、筑前煮などコクや旨味のあるものと。

2022年　夏のリカーセレクション

No.051　〈エルフリッシュ〉白・スパークリングワイン6本セット

フランス、アルザス地方の生産者＜エルフリッシュ＞のぶどう品種別、同一特級畑のぶどう品種別飲みくらべセットです。エルフリッシュ家
は、6世代に亘りアルザスでワインや “オー・ド・ヴィー” (プラムのホワイトブランデーやチェリー・ホワイトブランデー、キルシュ・シュ

ナップス等)　を作り続けてい歴史のあるワイナリーです。
アルザスの優れたぶどうをスタンダードキュベからグラン・クリュまでお愉しみください。

商品名

クレマン・ダルザス

ボージュ山脈のふもとに広がるモザイク状のテロワールから作り出されるエルフリッシュのクレマンは2年から5年の熟成を経、複雑味に溢れ、上質な白ワインのような味
わいにやわらかな泡が溶け込んでいる。黄金の輝きを放つ琥珀色で、細やかな泡が立ち上る。心地よい熟成香と黄色いフルーツの香りで、口に含むと繊細な泡とやわらかな
果実のフレッシュ感が広がる。複雑味にあふれた熟成感あるこのクレマンはアペリティフから、しっかりと作りこまれたお料理にも幅広く合わせられるクレマンです。シャ

ンパーニュ製法。24ヵ月の長期熟成。外観は輝く黄金色。香りはフルーティーでフレッシュ、味わいはエレガントでバランスがよく取れており、食前酒に最適



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

日本 山梨 甲斐ワイナリー 2020 辛口 甲州100％

日本 山梨 甲斐ワイナリー 2019 辛口 甲州100％

日本 山梨 奥野田ワイナリー 2019 辛口
デラウェア75％、シャルドネ

20％、甲州5％

日本 山梨 奥野田ワイナリー 2019 ミディアムボディ
マスカット・ベーリーA90％、

メルロー10％

日本 山梨 奥野田ワイナリー 2018 ミディアムボディ メルロー100％

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

奥野田ロッソ リゼルヴァ

マスカット・ベーリー Aとメルローを除梗し醸し後プレス、ステンレスタンクで発酵後、225Lの古樽で12 ヶ月熟成しました。透明感がありライトなガーネット色、摘みたてのカシスと山ぶどう、湿った土の香
り、若々しい酸と穏やかなタンニン、軽やかですが旨味・エキスが感じられる上品な味わいです。

ラ フロレット スミレルージュ

自社畑と契約栽培のメルローが半分ずつで、それらを除梗し醸し後プレスし
ステンレスタンクで発酵し、225Lの古樽で12 ヶ月熟成しました。淡いガーネット色、さくらんぼやフランボワーズ、すみれ、土の香り、アタック柔らかく丸みあるタンニン、果実味が拡がり、若いさくらんぼを食

べた時のほんのり渋味と酸味が口中に残ります。

かざま甲州　シュールリー

自社ブドウを含む複数の農家からの買いブドウの甲州をステンレスタンクで20日発酵し6 ヶ月シュールリー熟成し20年5月に瓶詰めしました。輝く淡いホワイトイエロー色、ジャスミンなど白い花の奥から白桃の
甘い香り、骨格のあるファーストアタック、控えめな酸味と凝縮感、心地の良い余韻が続きます。

奥野田ビアンコ

デラウェア、甲州と自社畑のシャルドネをプレスし、ステンレスタンクで発酵・熟成しました。輝きのあるライトイエロー色、フレッシュミントやライム、リンゴの香り、ミネラルや火打石のようなフュメ香、軽快
で爽やかなアタックにスッキリとした落ち着きのある酸、ライトな印象のアフターにふわっと青りんごの香りが漂います。

2022年　夏のリカーセレクション

No.52　山梨ワイン飲みくらべ赤・白ワイン5本セット

日本ワイン生誕の地、山梨県。現在も国内の約2割のワインを生産している、そんな山梨の人気ワイナリーの珠玉の5本を贅沢に飲み比べしてい
ただけるセットです。甲州やデラウェアなどお馴染みの品種と、ワイナリー毎の畑やテロワールを感じながら、日本ワインの魅力が詰まったセッ

トをお楽しみください。

商品名

かざま甲州　辛口

過去最高の収量を記録した自社ブドウと買いブドウの甲州をステンレスタンクで20日発酵し4 ヶ月熟成しました。透明感のある薄いホワイト、杏やジャスミンの香りを感じます。丸い酸と白果実の甘味、穏やかで上
品な味わいが続きます。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

スイス ラ・コート
シャトー・ド・マル

セール
2019 辛口 シャスラ

スイス ラ・コート
シャトー・ラ・バ

ティ
2019 ミディアムボディ シャスラ

スイス ラ・コート
ドメーヌ・アンリ・ク

ルション 2020 ライトボディ シャスラ

スイス ヴァレー
ジャン-ルネ・ジェル

マニエ
2020 辛口 シャスラ

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

ファンダン・ヴェトロ・レ・テラス

スイスを代表するブドウ品種のシャスラは、スイス全ブドウ耕作面積の26%、白ワイン中では、60%以上の耕作面積を有しますが、ヴァレー地方では「ファンダン」と呼ばれ、スイスを
代表する白ワインとして大切に造られています。非除梗、非補糖ブドウ果汁。穏やかな圧搾、厳密なデブルヴァージュ。ステンレス槽で発酵、熟成。アルプスの清らかな空気を思わせるよ

うな透明な清涼感が魅力です。

シャトー・ラ・バティ, プルミエ・グラン・クリュ

スイス・ヴォー州の最上級格付け、プルミエ・グラン・クリュのシャスラ。2019年産は、エクスプロヴィナ、ヴォー州ワインセレクション、シャスラ世界大会で金賞受賞、スイスワイ
ン・グラン・プリ銀賞受賞など、毎年産、数々の受賞に輝く銘品。なぜか城主家に女の子しか生まれず、現6代目も女性城主。女性らしいふくよかで丸味のあるエレガント、上品な味わ

い。

ル・モルジェ

スイス自然派トップワイナリーのドメーヌ・アンリ・クルションの造る基幹シャスラ。レマン湖畔のこの地のブドウ畑に、ゆりかごの様に夜間に優しく吹き、ブドウの成長を促す風「ル・
モルジェ Le Morget」を名に冠したシャスラ。シャスラに「ハマってしまった」たくさんの固定ファンを有します。やわらかく、おだやかな酸味は、お食事にやさしく寄り添います。

2022年　夏のリカーセレクション

No.053　最上級格付け含む！スイスのシャスラ飲みくらべ白ワイン４本セット

スイスワインだけに特化しているインポーターだからこそ実現できるシャスラ飲みくらべ4本セット。スイス・ヴォー州のワイン法による最高級格付け、プルミエ・
グラン・クリュを2本お入れしました。シャスラは、スイスワイン総生産量の約4分の１の収量を占め、国を代表する象徴的な白ぶどう品種です。派手な香りや華美さ
とは反対に、食事を引き立てることによってむしろ本領を発揮します。これまで飲んだどのぶどう品種とも全く異なるタイプのワインという感想を持たれる方がとて
も多く、他国の有名産地ブランドで高品質高価なワインを飲んだ愛飲家の方々にこそ、認めていただける、または、お試しいただきたいワインです。合わせるお料理
は、チーズはもちろんのこと、白身魚のムニエルや、塩焼きの焼鳥、やさしい味わいの和食全般、寄せ鍋物や、お寿司など。特筆すべきは、素材の味を大切にする料

理、和食や野菜に合うという点です。野菜サラダ、出汁による野菜炊き合わせ、山菜の天婦羅など、色々お楽しみいただけます。
＜シャトー・ド・マルセール＞と＜シャトー・ラ・バティ＞はスイス・ヴォー州ワイン法による最高級格付け、プルミエ・グラン・クリュの銘品シャスラ。＜ドメー

ヌ・アンリ・クルション＞はスイス屈指の自然派実力ワイナリー。＜ジャン-ルネ・ジェルマニエ＞はスイス最大のワイン生産地、ヴァレー州のトップ生産者。

商品名

シャトー・ド・マルセール, プルミエ・グラン・クリュ

スイス・ヴォー州の最上級格付け、プルミエ・グラン・クリュのシャスラ。2019年産は、スイスワイン・グラン・プリ金賞受賞など、毎年産、数々の受賞に輝く銘品。パリ近郊の有名な
フォンテーヌブロー城の王様御用ワインのために特別に栽培された「シャスラ・ル・フォンテーヌブロー種」を100％使用した由緒正しく気品ある逸品。飲まれた多くの方が「日本酒の大

吟醸のよう！」とおっしゃるように、すっきり冷涼、飾り気のない男気のようなシャスラ。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

フランス
ペッサックレオニャ

ン
シャトー元詰め 2014 ミディアムボディ

カベルネソヴィニヨ
ン45％、メルロー

ME55％

フランス ボルドー シャトー元詰め 2019 ミディアムボディ
メルロー、カベル

ネ・ソーヴィニヨン
、カベルネ・フラン

フランス ボルドー シャトー元詰め 2017 ミディアムボディ
メルロー80%、カベ
ルネソーヴィニヨン

20%

フランス
カディヤック・コー
ト・ド・ボルドー

シャトー元詰め - ミディアムボディ

メルロー　70％、カ
ベルネ・ソーヴィ

ニョン　15％、カベ
ルネ・フラン　15％

フランス ボルドー シャトー元詰め - 辛口
ソーヴィニヨン・ブ
ラン　85％、セミヨ

ン　15％

フランス ボルドー キュヴリエ - 中辛口
ソーヴィニヨンブラ

ン他

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

ボルドー・ブラン

熟したグレープフルーツと少しのハーブ香。穏やかな酸味と厚みのあるボディーが印象的。

シャトー・オーペイラ

黒い果実に黒コショウ、カルダモン、リコリスの繊細なスパイスの香り。柔らかくバランスの取れた味わい、エレガントで緻密なタンニンが心地よく、チェリーのアロマの余韻。

シャトー・モンサンペイ・ブラン

爽やかな酸味とアルコールのバランスが良く、若々しいアタック。フレッシュさと豊かな果実味が特徴的。

シャトーピルバール

穏やかなタンニンと程よい渋みの典型的ボルドーのエレガントなスタイル。

セ・アッシュ・デュ・ペール

煮詰めたフルーツのような果実感と中程度の酸味が印象的で親しみやすい味わい。

2022年　夏のリカーセレクション

No.054　暑い夏には冷やして愉しむボルドー赤・白ワイン6本セット

さらりとしたボルドー赤ワインは、やや冷やして愉しむと香りもシャープに、また、口当たりも滑らかに感じられます。特に砂地からできるメルロー種
はさらりとしており、強さではなく優しさ・口当たりの滑らかさが引き立ちます。今回は、ペサック・レオニャンより、程よく熟成した＜シャトーク
シュロワ＞をご用意、香り高いワインが程よい8年の熟成により綺麗にまとまり、深化を発揮、落ち着いた完熟フルーツの香りがあるワインです。＜

シャトーオーペイラ＞はややしっかり目のワイン、エキス分が濃く濃密な香り、甘やかな香りが広がります。渋みの成分が少なくしっかりとした果実感
があり、やや冷やし目でもその美味しさを実感できます。白ワインも砂地・粘土質が多いエリアからセレクトしました。＜シャトーモンサンペイ＞は、
世界最優秀ソムリエのアンドレアスラーション氏も推奨する、ワインです。暑い夏には赤白共に冷やしてゆっくりと愉しめるワインで快適なワインライ

フをお愉しみください。

商品名

シャトー・クシュロワ

繊細で香ばしいニュアンスに、ブラックチェリーのアロマ。口当たりはプラムや赤スグリの果実味、スモーキーな一面も。オーク樽が醸し出す味わいが、柔らかく滑らかな余韻が続く。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

日本 シャトー・メルシャン ＮＶ 辛口 甲州、シャルドネ

日本 シャトー・メルシャン ＮＶ 辛口
マスカット・ベーリ―

Ａ

日本 山梨 シャトー・メルシャン ＮＶ 辛口 甲州

日本 長野 シャトー・メルシャン ＮＶ 辛口
メルロー、シラー、カ
ベルネ・フラン、カベ
ルネ・ソーヴィニヨン

日本 山梨 シャトー・メルシャン ＮＶ ミディアムボディ
マスカット・ベーリ―

Ａ

日本 シャトー・メルシャン ＮＶ ミディアムボディ
メルロー、マスカッ

ト・ベーリ―Ａ

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

藍茜

赤い果実の香りと、心地よい酸と柔らかなタンニンがバランスよく調和した味わいの『シャトー・メルシャン　藍茜』は、メルローとマスカット・ベーリーＡを、日常の食卓によく合う
ようアサンブラージュしました。メルローを『藍』、マスカット・ベーリーＡを『茜』という日本の伝統色になぞらえ『藍茜』と名付けました。

椀子　ロゼ

華やかな香り、心地よい酸味と豊かな果実味のバランスが良い、辛口のロゼワインです。このワインは長野県上田市丸子地区の陣場台地にある自社管理畑『椀子ヴィンヤード』で収穫さ
れた黒ブドウを使用しています。

山梨マスカットベーリーＡ

赤い果実を連想させる香りと程よい樽のニュアンスのバランスが良いワインです。マスカット・ベーリーＡは、昭和の初期に交雑された日本固有のブドウ品種で山梨県で広く栽培されて
います。山梨県各地の熟度の高いブドウをバランスよくアサンブラージュしました。

日本のあわ　マスカット・ベーリーＡ　ロゼ

なめらかなテクスチャーとイチゴなどベリー系の果実の華やかな香りを持つマスカット・ベーリーＡを使用しています。『あわ』は、日本のブドウによる、しっかりとしてきめ細やかな
心地よい泡立ちのワインを意味します。

岩崎甲州

さわやかな香り、柔らかな果実味と奥行きのある味わいのワインです。シャトー・メルシャンの源流である大日本山梨葡萄酒会社は、明治１０年高野正誠と土屋龍憲をブドウ栽培とワイ
ン醸造を学ばせるためフランスに派遣し、二人の生家は現在も勝沼町岩崎地区でブドウ栽培を行っており、両家のブドウを樽で発酵・育成しました。

2022年　夏のリカーセレクション

No.055　〈シャトー・メルシャン〉飲み比べバラエティ6本セット

「日本を世界の銘醸地に」という想いでワインを造る＜シャトーメルシャン＞の飲みくらべセットです。
適品種・適所のコンセプトの元、テロワールの個性を引き出した、岩崎甲州、椀子ロゼの希少アイテムと、日本

ワインの良さをギュッと詰め込んだスタンダードなシリーズです。
日常の食卓にも合わせやすい日本ワインをセレクトいたしました。

商品名

日本のあわ　甲州＆シャルドネ

繊細で『和』のニュアンスのある甲州にリッチな味わいのシャルドネをバランスよくアサンブラージュしました。『あわ』は、日本のブドウによる、しっかりとしてきめ細やかな心地よ
い泡立ちのワインを意味します。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

ブルガリア トラキアヴァレー カタルジーナ　エステイト 2019 辛口 シャルドネ

ブルガリア トラキアヴァレー ロシディー 2020 辛口 ゲヴュルツトラミネール

ブルガリア トラキアヴァレー カタルジーナ　エステイト 2020 辛口 マルベック, カルメネール

ブルガリア ストゥルマヴァレー ヴィラメルニック 2020 辛口 ソービニヨンブラン,ケラツダ

ブルガリア ローズヴァレー クベラ NV 中辛口 ラズベリー

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

ヴィラメルニック　オレンジワイン

「美しい女性」と言う意味の白葡萄「ケラツダ」。この地域では昔から皮ごと発酵させていた品種で、レモンなどの柑橘類のアロマと心地良いミネラルや穏やかな酸味が特徴です。ソーヴィニヨンブランとケラツダ
は同じステンレスタンクで発酵させます。アクアパッツ、魚介のフリットやパスタ、タイ、ベトナム等のエスニック料理、寿司、さしみ等和食とも幅広く好相性。オレンジワインが初めての人にもお勧めなクセがな

く飲みやすいマイルドなオレンジワインです。

クベラ　ラズベリーワイン

バラの谷の標高450mにある農園で丁寧に育てられたビタミン豊富なオーガニック・ラズベリー100%のセミスイートワイン。輝くルビーレッドに完熟ベリーやバラのアロマ、優しい甘味と程よい酸味が絶妙なバラ
ンスをとっており、甘味は後を引かずすっきりとしてエレガントな余韻を味わえます。クリームブリュレ、チーズムースや手羽先、酢豚など甘辛料理とのペアリング、食前食後酒としてもお楽しみ頂けます。ラズベ

リーの甘みと酸味をそのまま凝縮した希少ワイン。暑い時期には氷を入れたり、炭酸で割って飲むのもお薦めです。

ロシディ ゲヴュルツトラミネール

ピーチ、タンジェリンピール、柑橘類の魅力的でクリーンな味わいの辛口白。葡萄は全房で圧搾され、２種類のステンレスタンクに分けてワイナリーの天然酵母で発酵します。個性的な深みを出すため半分はより粕
との接触が大きい300Lの小型ステンレスタンクで熟成します。クラシックな麦わら色にレモングラスやバラの花びらのアロマ、レモン、パイナップなどのニュアンスも感じられしっかりとしたストラクチャーと共

に心地よいフレッシュな後味があります。ナチュラルでピュアな旨味が魚介類のカルパッチョ、鮨、ハーブや薄口醤油を使った料理と好相性。

コンテンプレーションズ　ロゼ　マルベック＆カルメネール

ストロベリーと柑橘類の心地よいアロマが広がり、しっかりとしたストラクチャーと共に柔らかでバランスのとれた果実味を堪能出来ます。幅広い料理と合いますが、特にムール貝、エビ料理、魚介のパスタ、ラー
油を使った中華料理、生春巻き等とのペアリングがお薦め。

ブルガリア人アーティストが描いたサン・テグジュペリの「星の王子様」からインスパイアされたアートラベルです。※ラベルは写真と異なる場合がございます

2022年　夏のリカーセレクション

No.056　ブルガリアワイン厳選　サマーバラエティワイン５本セット

酒神ディオニソス生誕の地であり、古代からワイン造りが盛んだった知られざるワイン大国ブルガリアの主要３大生産地の夏にふさわしいワインを厳選しまし
た。ブルガリア最古のワイン生産地、トラキアヴァレーの白とロゼ、ギリシャに隣接し古代交易の要衝でもあったストゥルマヴァレーのオレンジワイン、バラ祭
りに多くの日本人観光客も訪れるローズヴァレーの珍しいラズベリーワイン、夏の暑さを吹き飛ばし食欲を増進させるジューシーで飲みごたえのある厳選サマー

バラエティ５本セットです。
トラキアヴァレーの最南端、トルコとギリシャとの国境付近にある＜カタルジーナエステイト＞は、双子の醸造家キショフ兄弟が稀有なテロワールを反映させ葡

萄そのものの旨味を最大限に生かしたワイン造りで躍進しているワイナリーです。
トラキアヴァレーの内陸部二コラエボ村にある＜ロシディー＞は彗星のように現れた家族経営のワイナリーです。葡萄畑の天然酵母を使い極限まで自然の摂理を

大切にして造られたワインはエレガントでピュア、旨味の乗った滑らかな果実味で、アンジェロ・ガヤなどワイン業界の重鎮達にも高く評価されています。
ブルガリアの首都ソフィアから約180km南下したギリシャとの国境近く、ストゥルマヴァレーにある＜ヴィラメルニック＞は古代からワイン造りで有名なメル
ニックと言う小さな町のワイナリーです。地葡萄のケラツダをブレンドしたオレンジワインは暑い季節にふさわしいミネラリーですっきりとした味わいに仕上

がっています。
「バラの谷」で日本でも有名なローズヴァレーの標高450mにあるオーガニック農園クベラは世界最高峰の品質を誇るダマスクローズやラズベリー、ラベンダー

などを大切に育てています。そのラズベリーを使ったブルガリア屈指のラズベリーワインは健康増進にも良いと地域の人々に大人気の逸品です。
ブルガリア各地から厳選した希少ワインは夏にぴったり、様々な食事と好相性なフードフレンドリーワインです。

商品名

シュヴァル　シャルドネ

ブルガリア最古のワイン生産地、トラキアヴァレーのジューシーでコクがありフレッシュで柔らかい果実味が長く続くシャルドネ。緑を帯びた黄金色。完熟果実とオークの魅惑的なアロマ。口に含むと微かに甘い
ピーチのニュアンスが広がります。チキンサラダ、パスタ、ラザニア、スモークフィッシュ、白身の肉と好相性。



 

国 地域 生産者名 味わい セパージュ 画像

オーストラリア
ニュー・サウス・

ウェールズ
ローガン・ワインズ 辛口 ピノ・グリ　１００％

ギリシャ エーゲ海の島々 メシムネオス 辛口
チディリオティコ

１００％

スペイン
カスティーリャ・

ラ・マンチャ
ドミニオ・デ・プン

クトゥン
辛口

シャルドネ　３４％／
ヴィオニエ　３３％／

ビウラ　３３％

ポルトガル アレンテージョ カザ・レウヴァス 辛口
アンタオン・ヴァス ５

０％／アリント ４５％／
ヴィオニエ ５％

ジョージア カヘティ
シャラウリ・

ワイン・セラーズ
ワイナリー

辛口
ルカツィテリ

１００％

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

アート・テッラ　クルティメンタ

フレッシュオレンジの香りに、ミントやシナモンのニュアンスが感じられます。フレッシュな酸とミネラル、クリーンな果実味、滑らかなタンニンのバランスが心地よい。

ルカツィテリ

ナッツやドライアプリコット、甘味の凝縮したドライフルーツなど濃密なアロマが漂います。リッチなボディとフェノリックな口当たりが魅力で、
豊潤かつ酸味の整ったアンバーワインです。

メシムネオス　ドライ・オレンジ

黒ブドウから白ワインを造る際の副産物として誕生した、逆転の法則のオレンジワイン。完熟アプリコットを感じ、優雅なミネラル感とタイトなタンニンが印象的。アーシーな感覚も
魅力です。

ベインテミル　レグアス

標高800メートルの自社畑の白ブドウを使用した、有機・ヴィーガン認証取得のアンバーワイン。熟したアプリコットやオレンジの皮を想わせるアロマに、滑らかなタンニンと酸を
感じます。

2022年　夏のリカーセレクション

No.057　世界のオレンジワイン飲み比べ5本セット

4カ国のオレンジワインを飲みくらべいただけるセットです。「オレンジワイン」の製法をひと言でいうと、白ブドウを赤ワインと同じ方法で醸造する
ことです。「オレンジワイン」は、白ブドウを果皮や種子と一緒に長時間かけて醗酵させます。この製法は「スキンコンタクト」と呼ばれ、白ワインの
製法の一つとして有名です。中でも「オレンジワイン」の特異な点は、スキンコンタクトの時間がとても長いことです。長時間のスキンコンタクトによ
り、ワインには色素だけではなく、さまざまなブドウの成分が抽出されますので、一般的な白ワインより複雑でコクのあるワインとなります。白ワイン
と赤ワインの双方の要素を併せ持ち、前菜からメインディッシュまで幅広いお料理と合わせることができるオレンジワインで、楽しい食事の時間を彩っ

て頂ければと思います。

商品名

クレメンタイン　ピノ・グリ

モモやアプリコット、オレンジの皮、木イチゴ、ジャスミンやバラ、更にはシナモンや生姜、クルミのような風味を持ち、ピリッとした口当たりに滑らかなタンニンストラクチャーを
持ちます。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

フランス シャンパーニュ
モイヤ・ジョウリー・

ギルボー
NV 辛口

ピノノワール78％、シャ
ルドネ19％、ピノブラン

3％

フランス アルザス
ドメーヌ・マルク・テ

ンペ
NV 辛口

ピノノワール、ピノオーセ
ロワ、ピノブラン1/3ずつ

フランス ブルゴーニュ ボワせ・コレクション NV 辛口 アイレン100％

フランス ボルドー シャトー・オー・マレ NV 辛口 セミヨン100％

スペイン カタルーニャ カステル・ダージュ NV 辛口
チャレッロ40％、マカベ
オ40％、パレリャーダ

20％

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

ボルデュー クレマン・ド・ボルドー ブリュット

1963年よりビオロジック栽培を続けてきたシャトー・オー・マレ一家が造るセミヨン100％のクレマンでスリニャックに所有する土地名を冠しています。グリーンを帯びた淡いイエローから、ハー
ブ、レモンや白い花の香り、やさしい泡に包まれたフルーティー且つミネラリーなテイストに心地良い酸を伴う均衡のとれたアフター、素晴らしいコスパです。

カヴァ アンヌマリー ブリュット ナチュレ レセルヴァ

輝くレモンイエローの色調で、ほのかに青リンゴやライムのような爽やかな香りを感じつつ、極め細かく滑らかな泡とシャープで上品な酸が織り成す口当たりは、シャンパーニュと遜色ないリッチな
味わいです。

クレマン・ダルザス　ブリュット　ナチュール セレクショネ　パー マルク・テンペ

ブドウ3種を直接圧搾後、ステンレスタンクで発酵、5 ヶ月熟成、ティラージュ、デゴルジュマンを経て2年瓶内熟成を行いました。ほんのりグリーンを帯びたイエローの外観に細かな泡が輝き、丸み
のあるふくよかな果実に柑橘の酸、長熟由来の奥深さはシャンパーニュに匹敵する味わいです。

コント・ロワイエ・ド・ブラヴァー ブラン ド ブラン

輝きのあるイエローゴールドの色調、きめ細かい泡から白い花やレモン、ヨーグルトの香りが次々と拡がります。爽やかな柑橘系のフルーティさの旨みが溢れる中、白コショウのニュアンスに柔らか
な酸が交差し、どんな場面にも合わせやすい万能スパークリングワインです。

2022年　夏のリカーセレクション

No.58　シャンパーニュ含む、夏に爽快！自然派スパークリングワイン5本セット

華やかな泡が特徴のスパークリングワインの最高峰「シャンパーニュ」。伝統的なシャンパーニュ製法で造り
出される上質なスパークリングワインを日々のちょっとした贅沢でご賞味下さい。他にもシャンパーニュと同
じ製法で造られるクレマン、スペインのスパークリングワイン、カヴァなど夏の暑い日にぴったりの5種のス

パークリングワインをお楽しみください。

商品名

トラディション ブリュット

3品種をプレスし一番搾りのみをステンレスタンクで3 ヶ月発酵後、瓶内二次発酵、68 ヶ月熟成しデゴルジュマンしました。黄金色の外観に、クリーミーで煌めく泡、摘みたて洋梨やカリンの香り、
果実の旨味と甘味が口中に拡がりす。



国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像 国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

スペイン カタルーニャ コドルニウ ＮＶ 辛口
マカベオ 35％、チャレッロ
35％、パレリャーダ 30％

フランス ルーション
ジャン・プラ　セ

レクション
ＮＶ ミディアムボディ

カリニャン・ノワール
１００％

フランス バデ・クレマン ＮＶ 辛口

グルナッシュ・ブラン、ユ
ニ・ブラン、コロンバール、
ソーヴィニヨン・ブラン、

シャルドネ

フランス ラングトック
マス・ドゥ・ラ・
フォン・ロンド

ＮＶ ミディアムボディ
アラモン、カリニャン、
サンソー、アリカンテ

フランス
コート・ド・
デュローヌ

ヴィニュロン デ
ステザルグ

2018
ミディアムボ

ディ

グルナッシュ、シラー、サン
ソー、カリニャン、ムール

ヴェードル
フランス バデ・クレマン ＮＶ ミディアムボディ

グルナッシュ、カリニャ
ン、サンソー、メル

ロー、カベルネ・ソー
ヴィニヨン

スペイン ベネデス カンスモイ 2020 辛口

"マルヴァジア30％、マカベ
オ30％、

モスカテル25％、パレリャー
ダ15％

スペイン ムルシア州 ビネルヒア ＮＶ ミディアムボディ
モナストレル 90％、シ

ラー 10％

スペイン
ユニオ･セラー
ズ･デル･ノヤ

ＮＶ
ミディアムボ

ディ
テンプラニーリョ主体

フランス ボルドー メゾン　デロー ＮＶ
ミディアムボ

ディ

50% メルロ、25% カベル
ネ・フラン、25% カベルネ・

ソーヴィニヨン

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

デロー ナチュール ルージュ

赤果実のニュアンスに、なめらかなタンニン。口に含むとアロマが広がります。親しみやすさがありながらも、ボルドーらしい、豊かな味わいが楽しめます。

王様の涙 オーガニック 白

"チェリーレッドの色合い。黒果実のブルーベリー、ブラックベリーなどの豊かな香りが感じられます。しっかりとした果実味の中にほのかな甘みがあります。

カンスモイ パフューム ２０ ビネルヒア カンポス・デ・リスカ

モスカテルの華やかな甘い香りで、パフューム「香水」の名前にピッタリのアロマ。軽やかで果実味を感じられる味わい。
鮮やかなルビーレッド。熟した赤果実やコンポートの香りにスパイスやペッパーのニュアンスも。味わいは滑らかでしっかりしたボディがあり、同時にミネラル、爽や

かさもありバランスのとれたワインです。

トゥ ナチュレルモン 白 レ・グランザルブル オーガニック ルージュ

シロップ漬けの黄桃やはちみつを思わせる豊満な香り。甘い香りに対してキレのある爽やかな味わいで、奥行きのある旨味も感じられます。
化学肥料や殺虫剤を使わずに環境に配慮して栽培されたぶどうから造られたオーガニックワインです。フランスの国際有機認定機関「エコサート」の認証を受けていま

す。ルビーレッドの明るい色調。ラズベリーやカシス、ブラックベリーなどのフレッシュなフルーツの香り、タンニンと果実味のバランスの良い味わいです。

"減農薬栽培（リュット・レゾネ）のブドウを手摘みし、タンクにて低温で醸してから発酵、８ヶ月間タンクで熟成。
標高の高い地区で栽培された、平均樹齢7０年のぶどうの古木（ヴィエイユ・ヴィーニュ）から収穫したカリニャンから造りました。プラムや黒ブドウを思わせるアロ
マ。キラキラした緋色のワイン。爽やかさがありながら、ボリュームもあり、バランスが非常によいです。カリニャン種のワインにありがちな野暮ったさがない、美し

いワインです。１０年程度瓶内熟成できます。

レ・グランザルブル オーガニック ブラン ポンポン　ルージュ

"化学肥料や殺虫剤を使わずに環境に配慮して栽培されたぶどうから造られたオーガニックワインです。フランスの国際有機認定機関「エコサート」の認証を受けていま
す。輝きのあるレモンイエロー。パッションフルーツやレモン、グリーントマトなどの豊かなフルーツの香り。白い花のフローラルなニュアンス。フレッシュな酸味の

フルーティな味わいです。

口当たりはフレッシュで喉越しが良く、味わい深いワインです。また、胃にもたれにくく、テーブルワインとしてもお料理に合わせやすいため、13-15℃に冷やしても
十分お楽しみいただけます。

2022年　夏のリカーセレクション

No.０５９　自然派バラエティーワイン　１０本セット

無農薬や有機栽培など自然環境に配慮して造られた、体にも心にも染み入る自然派ワインの１０本セットです。赤ワイン６本、白ワイン３本、スパークリングワイン1本のセットになります。

商品名 商品名

コドルニウ バルセロナ１８７２ブリュット サングラン

コドルニウワイナリーのあるバルセロナをイメージしたカラフルなモザイクデザインが目にも楽しいバルセロナ1872 オーガニックシリーズ。
青りんごやレモンバーベナなどのフローラルなアロマ、バランスがよくクリーミーでフレッシュな口あたり、オーガニックならではのやさしい果実味が楽しめます。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

フランス ラングドック ドメーヌ・アザン 2020 辛口 ピクプール

フランス ロワール フランツ・ソーモン 2020 辛口 シャルドネ100％

フランス ロワール ボネ・ユトー 2020 辛口 ミュスカデ100％

フランス ラングドック ボンフィス 2020 辛口 シャルドネ100％

フランス ラングドック ボンフィス 2020 辛口 ソーヴィニヨンブラン

フランス ラングドック
マス・ド・ジャニー

ニ
2020 辛口

ソーヴィニヨンブラン60％、
ヴェルメンティーノ20％、グ

ルナッシュブラン20％

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

ル タン デ ジタン 　ブラン

ニームとベジエの間にあるサン・ボジル・ド・ラ・シルビー村で健康なブドウを育て丁寧に醸造しています。キリッと冷やして気軽に楽しんでいただきたい辛口です。透明感のある麦藁色で、ソーヴィ
ニヨンブランが主体のハーブや柑橘系の香りとライムのような瑞々しい酸と果実味がどれも突出せず程良くまとまった味わいです。

リヴィングアース シャルドネ

地球をイメージした丸いエチケットに大地とブドウの味わいを表現しました。健康なシャルドネならではの輝く黄金色にパイナップルやパッションフルーツなどの華やかな香り、ふっくらとした果実味
とやさしい酸味が心地良い味わいです。

ナチュール・ヴィヴァン　ブラン

トロピカルなエチケットはハワイの海の守り神である亀、島の女神、太陽、海、山の恵みと自然の循環をテーマに、カウアイ島のビーチで描かれたものです。南仏の粘土石灰土壌で無農薬栽培される
ソーヴィニヨンブラン100％で醸造しました。輝く薄黄色で、清々しいハーブや柑橘系の香りの後によもぎの香りがやってきます。キレのある酸が爽やかでドライな味わいです。

ヴァンド フランツ シャルドネ

シャルドネをプレスし古樽で5 ヶ月発酵・熟成し下弦の月のフルーツの日に瓶詰めを行いました。グリーンライトイエロー色、すりおろしリンゴ、カリン、青りんごのアロマ、早生みかんの甘酸っぱさ
と、まろやかなエッセンス、拡がる果実味に溶け合うミネラル感、短めのアフターですが爽やかな印象を残します。

ミュスカデ レ ボネブラン

 地下のセメントタンクで発酵後そのまま6 ～ 10 ヶ月熟成しました。 淡いクリーム色、レモンライムなどの柑橘の香り、キレのある酸とふっくらとした果実感がボディを構成し塩気がアフターのアク
セントとして彩ります。

2022年　夏のリカーセレクション

No.60　夏に飲みたい軽やかフランス自然派白ワイン6本セット

暑い夏の日や、キャンプや海水浴のお供にぴったりのミネラル感、酸、塩気のあるフランスワインを6本集めました。レモン、グレープフルーツ、ライ
ム、パイナップル、パッションフルーツなど、色んなフルーツのニュアンスがあり、爽やかで飲み疲れない6種をキリッと冷やして、飲みくらべをお楽し

みください。

商品名

ピクプール ド ピネ

ピクプール･ド･ピネというエリアは地中海からわずか 6km で潮の香りをたっぷり含んだ海風が心地良く吹きつけます。クリアな麦藁色でレモンやグレープフルーツの爽やかな香りが広がり、塩味を感
じる豊かなミネラルと芳醇な果実味がボリューム感をもたらし、キレの良い酸が全体をまとめ、旬の魚介類にもぴったりな味わいです。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

イタリア ピエモンテ フォンタナフレッダ ミディアムボディ バルベーラ

イタリア トスカーナ コッレマッサーリ ミディアムボディ
サンジョヴェーゼ、チリエ
ジョーロ、モンテプルチ

アーノ

イタリア アブルッツォ ウマニロンキ ミディアムボディ  モンテプルチアーノ

イタリア プーリア チエロ・エ・テッラ ミディアムボディ
ネグロアマーロ85%、プ

リミティーヴォ15%

イタリア シチリア チェヴィコ ミディアムボディ
ネーロ・ダーヴォラ、カベ

ルネ・ソーヴィニョン

イタリア シチリア マーレマンニュム ミディアムボディ
ネーロ・ダーヴォラ

70%、カベルネ・ソー
ヴィニョン30%

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

クルード・ロッソ

タコのラベルが印象的な、“クルード”シリーズの赤ワイン。濃い赤色、黒スグリ、チェリーやプラムなどの黒い果実の香り。カベルネの半分程度を木樽で熟成させているため、オークのニュアンス
も感じられます。肉料理だけでなくシーフードや、トマトソースのパスタにもよく合い、幅広くお使いいただけるワインです。

ファーマーズマーケット・ロッソ・ビオ

南イタリアの太陽をたっぷりと浴びて育った有機ブドウから造られた赤ワイン。ブドウ栽培･ワイン醸造どちらの過程でも動物性原料を使用しない、ヴィーガンの認証を受けています。リコリス(甘
草)、熟した黒いベリー、ハーブなどの複雑な香り。味わいには土のニュアンス、スパイス、レッドチェリーがバランスよく感じられ、まろやかな余韻が長く続きます。

ビプントイオ・ネーロダーヴォラ・カベルネ

ネーロ・ダーヴォラとカベルネ・ソーヴィニョンは別々にステンレスタンクで熟成させた後、ブレンドされます。プラムやカシス、黒スグリのような熟した果実の香りに、かすかにグリーンのニュア
ンス。ジューシーなタンニンとやわらかい酸のバランスがよい赤ワインです。

リゴレート・モンテクッコ・ロッソ

収穫初期のブドウを使用し、新鮮な香りを失わないよう、低い温度にコントロールされたステンレスタンクで醸造。少量は木樽、残りはステンレスタンクで14ヶ月熟成させます。チェリーやベリー
類を思わせるフレッシュな香りを楽しむことができます。味わいは柔らかで、タンニンはやさしく酸味との調和が取れています。

モンティパガーノ・モンテプルチアーノ・ダブルッツォ

有機農法で栽培されたブドウを使用して造られたワイン。紫色を帯びたルビー色。フレッシュなイチゴやベリー類の濃厚な香り。フルーティな余韻が長く続きます。

2022年　夏のリカーセレクション

No.061　イタリア産オーガニック赤ワイン6本

すべて厳しいEUの有機認証を取得したオーガニックのイタリア産赤ワイン6本セット。美味しいのは当たり前、環境にも優しい赤ワインの6本セットで
す。

バルベーラ・オーガニックはピエモンテの名門ワイナリー＜フォンタナフレッダ社＞が新たに手掛けるオーガニックワイン。バルベーラらしいさわやか
な酸とやわらかいタンニンが特徴です。

リゴレート・モンテクッコ・ロッソはトスカーナでも海に近いエリアの畑で造られるイタリアの土着品種3種を使用。柔らかい味わいの中にしっかりと
したボリューム感を感じられるワインです。

モンティパガーノ・モンテプルチアーノ・ダブルッツォは中部イタリアを代表するぶどうモンテプルチアーノ１００％で造られています。この品種らし
いまろやかな果実味を感じていただけます。

ファーマーズマーケット・ロッソ・ビオはオーガニックとヴィーガンの認証を受けているワイン。南イタリアの濃厚なぶどう2種を使用しジューシーな
味わいに仕上げています。

ビプントイオ・ネーロダーヴォラ・カベルネはシチリアで大地の恵をたっぷり受けたネーロダーヴォラとカベルネソーヴィニョンを使用。程よいタンニ
ンと控えめな酸のバランスの取れた味わい。ヴィーガン認証も取得しています。

クルードロッソはシチリアのぶどう2種を使用し、一部を木樽熟成しているためオークのニュアンスも感じらます。濃厚な味わいです。

商品名

バルベーラ・オーガニック

ピエモンテを代表するワイナリーであるフォンタナフレッダより、有機認証を取得した特別なバルベーラです。発酵後にセメントタンクとスラヴォニア産オークの大樽で熟成。バルベーラらしいベ
リーやプラムの香りとやわらかいタンニンが特徴的で、生ハムやサラミ、少し熟成したチーズによく合います。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

フランス ボルドー シャトー・ラグランジュ 2019 辛口
ソーヴィニヨンブラン60%
セミヨン20％ ソーヴィニヨ

ングリ20％

フランス ボルドー
シャトー・ド・フューザ

ル
2016 辛口

セミヨン50％ソーヴィニヨ
ンブラン50%

フランス ボルドー
シャトー・グラン・ル

ナール
2019 辛口

ソーヴィニヨンブラン70%
ソーヴィニヨングリ30%

フランス ボルドー
シャトー・サント・リュ

ス・ベルヴュ
2017 辛口

ソーヴィニヨンブラン85%
ミュスカデル15％

フランス ボルドー クロ・デ・リュヌ 2017 辛口
セミヨン70％ソーヴィニヨ

ンブラン30%

フランス ボルドー
シャトー ド シャントグ

リーヴ
2018 辛口

ソーヴィニヨンブラン50%
セミヨン50%

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

2022年　夏のリカーセレクション

No.062　ハイクオリティなボルドー白ワイン６本セット

赤ワインのイメージが強い「ボルドー」ですが多くの美味しい白ワインを産出する地域でもあります。サンジュリアン格付け3級の＜シャトー・ラグラ
ンジュ＞が少量造る白ワインやボルドー市内の飲食店で人気のペサックレオニャンの格付けシャトーの＜シャトー・ド・フューザル＞が手掛ける白ワイ
ンはソーヴィニヨン・ブラン種の爽やかなキリっとした酸味とセミヨン種のふくよかで厚みのある果実味が樽と融合しリッチさが増し、味わい深く仕上
がっています。またブライ地区の優良シャトー＜シャトー・グラン・ルナール ＞は珍しいソーヴィニヨン・グリ品種のボリューム感やエキゾチックな果
実味がお楽しみいただけます。<シャトー・サント・リュス・ベルヴュ>レ・オーブリーヌは濃厚な果実感と新樽発酵・熟成のリッチさ溢れる味わいが特
徴です。クロ・デ・リュヌ・リュヌ・ダルジャン・ブランは格付けの＜ドメーヌ・ド・シュヴァリエ＞が近年手掛け話題になっているワインで芳醇な果
実味に心地よい酸と樽香が柔らかく溶け込んでいます。最後にレ・ゾワゾウ・デュ・シャントグリーヴ・ル・ピュルテはグラーヴ地区で歴史のある有名
な優良生産者＜シャトー・ド・シャントグリーヴ＞が特別に手掛ける上級キュヴェです。ソーヴィニヨン・ブランはしなやかで白桃などのニュアンスが
感じられセミヨンはライチやパイナップルのような旨味のある果実味豊かな味わいです。ボルドーの白ワインの美味しさを美味しさをご堪能ください。

商品名

レ・ザルム・ド・ラグランジュ

サンジュリアン格付け3級シャトー・ラグランジュが僅か4Haの区画で造る白ワインです。爽やかでリッチかつ華やかさのあるボルドーブランです。

ラベイユ・ド・フューザル・ブラン

紋章にもある蜂を意味するラベイユの名を冠したシャトー・ド・フューザルのセカンドラベルです。爽やかな柑橘系の果実感と深みと複雑味のある風味が特徴です。

シャトー・グラン・ルナール

ブライ地区の家族経営の優良シャトーです。ソーヴィニヨン・ブラン主体の爽やかでスッキリとした清涼感、ボルドーでは珍しいソーヴィニヨン・グリ品種のボリューム感やまろやか
さが全体のバランスを整えています。

レ・ゾワゾウ・デュ・シャントグリーヴ・ル・ピュルテ

グラーヴ地区で歴史のある有名な優良シャトー・ド・シャントグリーヴが特別に手掛ける上級キュヴェです。ソーヴィニヨンブランはしなやかで白桃などのニュアンスが感じられセミ
ヨンはライチやパイナップルのような旨味のある果実味豊かな味わいです。

シャトー・サント・リュス・ベルヴュ”レ・オーブリーヌ”

ブライ地区のアルティザン、ブルーノ・マルタン氏が造る白ワインです。濃厚な果実感と新樽発酵・熟成のリッチさ溢れる逸品です。

クロ・デ・リュヌ・リュヌ・ダルジャン・ブラン

ドメーヌ・ド・シュヴァリエのベルナール家がソーテルヌ地区の辛口ワイン向けブドウで造る白です。芳醇な果実味に心地よい酸と樽香が柔らかく溶け込んでいます。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

アメリカ カリフォルニア クロ デュ ヴァル 2017 フルボディ メルロー主体

フランス ボルドー メゾン シシェル 2018 フルボディ
メルロー 60%

カベルネ
ソーヴィニヨン 40%

アメリカ カリフォルニア デュモル 2018 辛口 シャルドネ100%

フランス シャンパーニュ ジョセフ ペリエ NV 辛口
シャルドネ35%

ピノ ノワール35％
ピノ ムニエ30%

オーストラ
リア

ヴィクトリア タルターニ NV 辛口
シャルドネ

ピノ ノワール
ピノ ムニエ

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

キュヴェ ロワイヤル ブリュット

ビジネスクラス搭載実績あり。伝統的なセパージュのシャンパーニュで、フレッシュで爽快さがあり、丸みのある味わい。泡立ちは繊細で、バランスが取れています。

ティーシリーズ スパークリング

JALサクララウンジ採用実績あり。シャンパーニュ製法で造られたスパークリングワインです。シトラス、メロン、そして熟したストロベリーのフレーバーが魅力。

シリウス ボルドー ルージュ

ビジネスクラスとJALサクララウンジ搭載実績あり。ブドウを厳選し、伝統的スタイルで醸造されます。ジャムのような赤や黒いベリーの凝縮した香りとしっかりとしたタンニンがベースにあ
り、厚みのあるボリューム感のある味わい。

シャルドネ ハイランド ディヴァイド ロシアン リヴァー ヴァレー

国際線ファーストクラス搭載実績あり。グリーンヴァレーのテンダーロイン地区に位置する世界クラスの二箇所の自社畑から選び抜かれたぶどうをブレンドしています。果樹園の果実とアプリ
コットジャムの深く濃縮された味わい。

2022年　夏のリカーセレクション

No.063　エアライン採用実績あり！　旅行気分になれるシャンパン入り赤白泡5本セット

エアラインのラウンジや機内搭載実績のあるワインが楽しめる5本セット！クロ デュ ヴァルはフランス語で「小さな谷の小さな畑」を意味し、１９
７２年、今や伝説的なナパヴァレーのスタッグスリープ地区に設立されました。１９７６年にパリで開かれた権威あるワイン品評会でその品質を認め
られて以来、ナパヴァレーを代表するワイナリーとしての地位を確立しました。メゾン シシェルは1883年の創業以来家族経営を行う、ボルドーで古

い歴史を誇る名ネゴシアンです。クラシック ボルドーの王道の味わいで、バリューボルドーTOP100に選出。デュモルは「神の手をもつ」男が造
る、カリフォルニアの最高傑作と評されたワイナリー。1996年設立ながら、既に「カルトワイン」と評価され、入手困難なワインの一つとされてい
ます。ジョセフ ペリエは「丸み」を感じさせるシャンパーニュ界の貴婦人と評されたワイナリーです。イギリスのビクトリア女王とエドワード7世に
愛され、王室御用達となったことから「ロワイヤル」の名が与えられています。タルターニは「赤い大地」を意味するアボリジニ語に由来し、鉄さび

色の土壌が特徴のヴィクトリア州ピレニーズ地区に出来た最初のワイナリーの１つです。

商品名

エステート ナパヴァレー メルロー

米州線ファーストクラス搭載実績あり。フレンチオークの小樽で20か月熟成されたワイン。ルビーレッドをした２０１７年のエステート メルローからは力強いラズベリー、グローブ、バニラ、
新鮮なクリームの香りが溢れます。レッドベリー、紅茶、挽きたてのコーヒー豆が混ざり合った味わいの後、柔らかなタンニンと爽やかな果実味がフィニッシュへと続きます。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

フランス ブルゴーニュ ルフレーヴ・　エ・アソシエ 2018 辛口 シャルドネ１００％

フランス ブルゴーニュ ドメーヌ・ギィ・ロバン 2019 辛口 シャルドネ１００％

フランス ブルゴーニュ ドメーヌ・ブセイ ・ローラン 2019 辛口 シャルドネ１００％

フランス ブルゴーニュ
メゾン・ジョゼフ・ドルーア

ン
2018 辛口 シャルドネ１００％

フランス ブルゴーニュ ルイ・ジャド 2017 辛口 シャルドネ１００％

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

2022年　夏のリカーセレクション

No.064　<ルフレーヴ>含む、ブルゴーニュの銘醸地村名白ワイン5本セット

世界最高峰の白ワインを産出するフランス・ブルゴーニュの多様な魅力にせまる5本セットです。人気のシャブリ・プルミエクリュやムルソー、オークセイ・
デュレス、近年注目のサントー・バンなどミネラル感があり、長い余韻を愉しめる上質なワインセットです。

ラインナップ目玉の＜ルフレーヴ・エ・アソシエ＞はドメーヌ・ルフレーヴが栽培から携わるネゴシアンです。ブドウ栽培からルフレーヴのスタッフが携わ
り、栽培方法もビオディナミがとられている、リカーセレクション初登場のワインです。

＜ルフレーヴ・　エ・アソシエ＞　オークセー・デュレス・ブラン
オークセー・デュレスはムルソー村に隣接する注目のアペラシオンです。

＜ドメーヌ・ギィ・ロバン＞　シャブリ・プルミエ・クリュ・モンテ・ド・トネル・ヴィエイユ・ヴィーニュ
モンテ・ド・トネルはグラン・クリュ（特級畑）ブランショに近く、プルミエ・クリュの中でも評価の高い畑です。

＜ドメーヌ・ブセイ ・ローラン＞ムルソー・ヴィエイユ・ヴィーニュ
ムルソーは言わずと知れた白ワインの銘醸地。その深い味わいに誰もが魅了されます。

＜メゾン・ジョゼフ・ドルーアン＞　ペルナン・ヴェルジュレス・ブラン
グラン・クシュ（特級畑）コルトン・シャルルマーニュを産出する銘醸地です。快活な味わいはお寿司との愛称が抜群です。

＜ルイ・ジャド＞　サン・トーバン・ブラン
ピュリニー・モンラッシェとシャサーニュ・モンラッシェに境を接しており、質の高い白ワインが産出することで知られています。

商品名

オークセー・デュレス・ブラン

フレッシュのアーモンドやりんご、ビスケットなどのニュアンスがあり、火打石のようなミネラルも感じられます。柔らかな味わいの中にほのかな酸味が感じられ、とても滑らかな口当たりの後には長い余
韻が続きます。ドメーヌ同様のテクニックで造られる、贅沢すぎる村名ワインです！

シャブリ・プルミエ・クリュ・モンテ・ド・トネル・ヴィエイユ・ヴィーニュ

シャブリのイメージが変わる。伝統的な造りを受け継ぐ老舗生産者の骨太シャブリ。厚みのある果実味と溌剌とした酸、しっかりとした塩味が続く余韻。

ムルソー・ヴィエイユ・ヴィーニュ

蔵所有の最も古いシャルドネ木から造られる。アーモンド、焦がしたナッツ、シダなどの香りが特徴的で、鮮やかなミネラル質を持つ。ボディは豊満でバランス良い。長期熟成も可能。

ペルナン・ヴェルジュレス・ブラン

まろやかな酸、厚みと奥行きのある上品な味わいは偉大な白ワインである、コルトン・シャルルマーニュに通ずるものを感じます。

　サン・トーバン・ブラン

豊かな香りで、調和の素晴らしいワインです。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

アメリカ
ナパ・

ヴァレー
トゥエンティ・

ロウズ
2020 フルボディ

カベルネ・
ソーヴィニヨン

アメリカ
ナパ・

ヴァレー
ファースト・

プレス
2019 フルボディ

カベルネ・
ソーヴィニヨン

アメリカ
セントラル・

コースト
スミス＆フック 2019 フルボディ

カベルネ・
ソーヴィニヨン

アメリカ
カリフォルニ

ア

フランシス・
コッポラ・
ワイナリー

2019 フルボディ
78%カベルネ・S
9%プティ・シラー

6%シラー他

アメリカ
アレキサン
ダー・ヴァ

レー

フランシス・
コッポラ・
ワイナリー

2017 フルボディ
87％カベルネ･Ｓ

9％メルロ
4％プティ・ヴェルド

アメリカ
ソノマ・カウ

ンティ
フェイラ・
ワインズ

2018 フルボディ ジンファンデル

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

2022年　夏のリカーセレクション

No.065 カリフォルニアワインの銘醸地ナパ・ヴァレー産ワインを含む赤ワイン６本セット

ナパ・ヴァレー産ワインも含めた、カリフォルニアの銘醸地で造る赤ワインの6本セットです。
果実味豊かで凝縮感たっぷりで、さまざまなお食事に合わせやすいワインです。

コッポラ監督の作品「地獄の黙示録」公開40周年記念に造られたワインや、冷涼な地域で造る
ジンファンデルもセットに入っています。

商品名

トゥエンティ・ロウズ リザーヴ カベルネ・ソーヴィニヨン
ナパ・ヴァレー

ナパ・ヴァレーの畑の中でも優れた区画で収穫されたブドウを使って造っています。複雑味があり、美しいバランスが保たれ、食事とともに楽しむにふさわしいワインです。

ファースト・プレス カベルネ・ソーヴィニヨン ナパ・ヴァレー

凝縮されたブラック・チェリーとドライ・クランベリーの香りと、ハーブや杉の微かな香りがあります。バランスのとれた酸と生き生きとした果実感、そしてエレガントな余韻へと導きま
す。

スミス＆フック カベルネ・ソーヴィニヨン セントラル・コースト

100%フレンチ・オーク樽で14ヶ月熟成。凝縮感あふれるパワフルなカベルネ・ソーヴィニヨンです。質の高い100%カベルネ・ソーヴィニヨン使用のワインです。

デイ　ジンファンデル　ソノマ・カウンティ

「Day」は、一世を風靡したビッグなスタイルのジンファンデルではなく、冷涼なソノマ・カウンティの高樹齢ブドウを使用し、
テロワールの透明性が高く、ブドウ本来が持つ個性を生かしたスタイルを目指している新ブランドです。

フランシス・コッポラ ダイヤモンド・コレクション クラレット カリフォルニア

映画界の巨匠、フランシス・コッポラ監督のワイナリー。的確な醸造と熟成の技術で品種の個性を十分に表現した複雑味のある高品質なワイナリーのフラッグシップワインです。

フランシス・フォード・コッポラ  アポカリプス・ナウ (地獄の黙示録)
ファイナル・カット カベルネ・ソーヴィニヨン アレキサンダー・ヴァレー

「地獄の黙示録」の公開40 周年となる 2019 年に、ファイナル・カットがリリースされ、フランシス・フォード・コッポラ・ワイナリーでは
この「アポカリプス・ナウ ファイナル・カット カベルネ・ソーヴィニョン」を限定リリースしました



国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像 国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

フランス ボルドー
シャトー・ムーラ
ン・ド・ベルエー

ル
2010 フルボディ

カベルネ・ソーヴィニョ
ン　メルロ　 カベルネ・

フラン
フランス ボルドー シャトー・モ―カイユ 2016 ミディアムボディ

カべルネ・ソーヴィニヨ
ン45％　メルロ43％
カベルネ・フラン12％

フランス ボルドー
シャトー・マラ

ガール
2015 フルボディ

メルロ65％　カベルネ・
ソーヴィニョン20％　カ

ベルネ・フラン15％
フランス ボルドー

シャトー・カントメル
ル

2016 フルボディ
カベルネソーヴィニヨン
82％　カベルネ・フラ
ン10％　メルロ8％

フランス ボルドー
シャトー・クロ
ワ・ムートン

2016 フルボディ
メルロ98％　カベルネ・

フラン2％
フランス ボルドー

シャトー・ラ・フレイ
ネル

2018 フルボディ
カベルネソーヴィニヨン

100％

フランス ボルドー
シャトー・ド・フ

ラン
2016 フルボディ

メルロ70％　カベルネ・
フラン20％　カベルネ・

ソーヴィニョン10％
フランス ボルドー

シャトー・ラ・モッ
ト・カステラ

2019 フルボディ
カベルネ・ソーヴィニョ

ン80% メルロ20%

フランス ボルドー
シャトー・サン・

クリストフ
2016 フルボディ

メルロ60%　カべルネ・
ソーヴィニョン30%　カ
ベルネ・フラン5%　プ

ティ・ヴェルド5%

フランス ボルドー シャトー・エメ 2016 フルボディ
メルロ　カベルネ・ソー
ヴィニヨン　    マルベッ

ク

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

シャトー・ムーラン・ド・ベルエール ル・ベ・パー・モ―カイユ

約150年、4代に渡ってワインを作り続けているメドック格付けクリュブルジョワ級の生産者です。メドックらしい力強さと熟成に伴いエレガントなスタ
イルに仕上がっています。

2022年　夏のリカーセレクション

No.066　ワンランク上のボルドー銘醸シャトーグレートビンテージ赤ワイン10本セット

ボルドー地方メドック地区の1855年に制定された格付けシャトー＜シャトー・カントメルル＞のセカンドラベル、レザレ・ド・カントメルルを始め、クリュブルジョワ級格付けの生産者＜シャトー・サン・クリストフ＞や格付けシャトー
のオーナーが別の畑で手掛け、格付けシャトーの片鱗をうかがわせる味わいの＜シャトー・ド・フラン＞や＜ラ・クロワ・ブーエイ・ド・マラガール＞など、どれも高品質でワンランク上の味わい持ち、尚且つ全て優良年のワインをセレ

クトしました。ボルドーの王道でワンランク上のワインを飲みくらべをお楽しみください。

商品名 商品名

ムーリスの筆頭格『シャトー・モ―カイユ』が手掛けるカジュアル・ボルドーです。華やかさと豊かな果実味があり飲み心地のよいワインです。

ラ・クロワ・ブーエイ・ド・マラガール レザレ・ド・カントメルル

格付け2級シャトー・グリュオー・ラローズと同じオーナー、ジャン・メルロー氏が所有しています。しっかりとした濃厚さのある果実味が特色の当たり
年2015年です。

オー・メドック地区マコーにある格付け５級シャトー・カントメルルの若樹から造られるセカンド。カベルネS種主体の豊かなグレートビンテージ2016年です。

シャトー・クロワ・ムートン
シャトー・ラ・フレイネル・キュヴェ・カベルネソー

ヴィニヨン

サンテミリオンなど数軒のシャトーを所有する右岸の有力ファミリー、ジャヌイクス家が所有しています。
ジャヌイクス氏によって９０年代から高い評価を受け、そのコストパフォーマンスの良さもあり一躍有名・人気になったワインです。

7代に渡りこの地でワイン造りをするヴェロニク氏が営むシャトーです。大変珍しくカベルネ・ソーヴィニヨン100%の限定キュヴェで果実味が豊かでバランスの良い
味わいです。

シャトー・ド・フラン シャトー・ラ・モット・カステラ

シャトー・シュヴァル・ブランを所有していたドミニク・エブラール氏と、シャトー・アンジェリュスを所有するユベール・ド・ブアール氏が共同経営
のシャトーです。

風味豊かなカベルネ・ソーヴィニョン主体ながら、強すぎないタンニン。豊かな果実感が心地よく感じられる健全なブドウの風味を全面に表現した満足度の高いデイ
リーボルドーワインです。

シャトー・サン・クリストフ シャトー・エメ

北部メドックにあるクリュブルジョワ級の生産者です。オーク樽を使用し12か月間熟成させる事により風格のあるしっかりとした味わいに仕上がってい
ます。

現地での評価も高くメドック地区のコストパフォーマンス・ワインです。しっかりとした果実味と程よい酸味のバランスが良く、食事を引き立ててくれる1本です。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

フランス ブルゴーニュ
ドメ－ヌ　ルネ　ブ－

ウ゛ィエ
2019 ミディアムボディ ピノ ノワール 100%

フランス ブルゴーニュ
ドメ－ヌ　カミュ　ペ

－ル　エ　フィス
2015 ミディアムボディ ピノ ノワール 100%

フランス ブルゴーニュ
ドメ－ヌ　ジェロ－ム

シェゾ－
2019 フルボディ ピノ ノワール 100%

フランス ブルゴーニュ
ドメ－ヌ　モンジャ－

ル　ミュニュレ
2019 ミディアムボディ ピノ ノワール 100%

フランス ブルゴーニュ
ブシャ－ル　ペ－ル

エ　フィス
2018 フルボディ ピノ ノワール 100%

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

フィサン

9代にわたってヴォーヌ・ロマネ村に居住し、寿命の長い見事なワインを造ることで知られる有力生産者です。所有する畑は30haを超え、35のアペラシオンにものぼります。イチゴやラズベ
リーの香りが漂うチャーミングなワイン。その良さを生かしつつ、しっかりしたコシの感じられるワインに仕上げられています。

シャンボ－ル　ミュジニ－

創業1731年。コートドール中心に約130haの畑を所有する最大級のドメーヌ。1995年にアンリオ家が経営を引継ぎ、最新施設でワイン造りを行う。2015年環境に配慮した農法レベル3の
認証を受けました。洗練された煮詰めた赤いベリー系果実の香りに少しスモーキーな印象。凝縮感があり、リッチでありながら、柔らかく品の良いタンニンが感じられる。骨格もありエレガント

なワイン。

ジュウ゛レ　シャンベルタン

ジュヴレの特級畑を最大所有。昔ながらの伝統的手法で真摯なワイン造りを行っており、高騰を続けるブルゴーニュの中でも良心的な価格のコスパの高い生産者。熟したイチゴやサクランボなど
の赤系果実にコショウや革、リコリスに樽のニュアンス。しっかりとしたタンニンと骨格を持ち、ボリュームのある肉付きの良い、クラシカルなスタイルのジュヴレ・シャンベルタン

ニュイ　サン　ジョルジュ

ニュイ・サン・ジョルジュの南、プレモー・プリセ村に拠点を置く家族経営のドメーヌ。コート ド ニュイに11.6haの畑を所有し、良心的な価格のワインを造っています。赤系果実にほのかに
バニラのニュアンス。ニュイ・サン・ジョルジュらしいコクと骨格があり、厳格さを備えたワイン。

2022年　夏のリカーセレクション

No.67　ジュヴレもシャンボールも入ったブルゴーニュ銘醸赤ワイン5本セット

フランスの赤ワインでボルドーと並び高い人気を誇るブルゴーニュ。赤ワインはきめ細やかなタンニンとエレガントな果実味と酸味が特徴でピ
ノ・ノワールというブドウ品種の個性を最大限に引き出している銘醸地です。近年は、その素晴らしい味わいが人気で世界的需要が高まってい
ます。また、近年のヴィンテージはブドウの質は高いながらも、収量が少ないこともあり生産量は減っており、価格高騰、日本への入荷も限ら
れています。今回はそんな厳しい状況ながらもブルゴーニュの様々な銘醸地から厳選し、手頃な価格でご用意しました。ブルゴーニュを知りた

い方、ブルゴーニュを知っている方、どちらの方にも自信を持ってお勧めできる5本セットです。

商品名

マルサネ　ロンジュロワ

1910年にアンリ ブーヴィエにより設立。1950年にルネ ブーヴィエがドメーヌを引継ぎ、現在は、その息子のベルナール ブーヴィエが担っています。2005年にはオスピスで「5人の有望な
若手生産者」に選出されています。肉付きよく、厚みもあり、バランスがきれいです。よく熟した赤い果実やブルーベリーの香りに白胡椒のようなニュアンスも感じられます。若くても美味し

く、革の程よいニュアンスは熟成のポテンシャルも期待できます。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

イタリア ピエモンテ ジジ・ロッソ 2016 フルボディ ネッビオーロ100 %

イタリア ピエモンテ
フラテッリ　セリオ　エ
バッティスタ　ボルゴー

ニョ
2014 フルボディ ネッビオーロ

イタリア ピエモンテ フォンタナフレッダ 2014 フルボディ ネッビオーロ

イタリア ピエモンテ
コーペラティヴァ・フ
ラ・プロデュットーリ

2011 フルボディ ネッビオーロ100

イタリア ピエモンテ パルッソ フルボディ ネッビオーロ

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

2022年　夏のリカーセレクション

No.068　バローロが生産者別で堪能できる赤ワイン5本セット

イタリアワインの王様「バローロ」を生産者別で愉しめる５本セットです。高い知名度と評価を持つカンヌビの畑のぶどうを使用したバローロなど高品質な赤
ワインを堪能ください。

商品名

ジジ・ロッソ　バローロ

オーク樽で2年、瓶で1年熟成。サクランボのフレッシュな香りや、ホワイトペッパーなど穏やかなスパイスの香り。しっかりした酸味、豊富なタンニン。滑らかでエレガント。独特のスパイ
シーな味わいと微かな甘み。複雑で長い余韻が楽しめる。

バローロ　カンヌビ

バローロの中でも抜群の知名度と評価の単一畑カンヌビ。今では希少な大樽で醸造する伝統的製法で造られた高品質バローロ。ドライフルーツの香り。果実味と酸のバランスが良く、上品でタ
ンニンはなめらか。

バローロ・セッラルンガ・ダルバ

セッラルンガ･ダルバ村は、バローロ生産地区のなかでも条件のよいエリアで、フォンタナフレッダ社の本拠地。この限定エリアのネッビオーロだけを使ったバローロです。アリエ産オークの
バリック（小樽）で1年、その後、2000Lのアリエ産オーク樽で1年熟成、さらに1年の瓶内熟成を経てリリース。より複雑な香りとブドウの凝縮感のある味わいです。

バローロ・リゼルヴァ・コルダーナ

ブドウの品質とセラーでの熟成によって古き良きスタイルの飲み頃に入ったバローロ。スミレやバラの香り。味わいは採れたての熟した果実と酸味。滑らかなタンニンでエレガントな厚みの有
る味わい。

バローロ　ペラルマンド

バローロＤＯＣＧのカスティリオーネ・ファレット村とモンフォルテ・ダルバ村にある、マリオンディーノ、モスコーニ、ブッシアの各クリュのブドウをブレンドして造られた、パルッソの新
たなスタンダード・バローロです。いきいきとしながらも、タンニンの中に繊細な味わいと赤い果実の凝縮感とコクが楽しめます。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

フランス ブルゴーニュ カミーユ・ジルー 2018 ミディアムボディ ピノ・ノワール

フランス ブルゴーニュ
ドメーヌ・デュ・コロン

ビエ
2019 辛口 シャルドネ

フランス ブルゴーニュ ドメーヌ・ルブルジョン 2019 ミディアムボディ ピノ・ノワール

フランス ブルゴーニュ ラ・クロワ・モンジョワ NV 辛口
シャルドネ80%
ピノ・ノワール

20%

フランス ブルゴーニュ
ドメーヌ・フィリップ・

グイヨネ
2019 辛口 シャルドネ

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

2022年　夏のリカーセレクション

No.69 セミナー動画付き ワインプラスカレッジ講師と巡る、ブルゴーニュ赤・白・スパークリングワイン5本セット

フランスワインの銘醸地ブルゴーニュの中でも代表的な生産地を選び、それぞれのテロワールを感じさせるワインを揃えました。ワインプラスカレッジ講師に
よる解説で、ワインへの理解を深めながら愉しめるセットです。

ワイン産地といえば、真っ先に挙げられることの多い「ブルゴーニュ」。
畑の位置が少し異なるだけでも土壌や風の通り方が変わり、同じ品種を栽培してもその違いが表れたワインに仕上がります。そのテロワールの違いに驚き魅せ

られ、ブルゴーニュワインの虜となるワインラバーも多くおり、世界中から愛され注目されている産地です。
今回は、同じシャルドネから造られる白ワインを、フレッシュでミネラル溢れるワインを造り出す北部のシャブリ地区と、果実味ときれいな酸が特徴的な南部

のマコン地区から2種類。
コート・ドール地区のジュヴレ・シャンベルタンとポマールからピノ・ノワール種の赤ワインを2種類。ピノ・ノワールとシャルドネを使用した贅沢なスパー

クリングワインを1種類。
5本を飲んでいただくことでテロワールの違いを感じられるセット内容になっています。解説動画を見ながらワインを楽しみ、味覚と知識から「ブルゴーニュ

ワイン」に触れ、その魅力を存分に楽しんでください。

商品名

ジュヴレ・シャンベルタン レ・クレ

ブルゴーニュで150年続く歴史と伝統継承のワイナリーが造る逸品。ジュヴレ・シャンベルタン村の扇状地の東側に位置する区画です。50%の全房醗酵を施したことによって、この村の特徴
の野生感にリッチさと愛らしさを加え、綺麗なバランスも誇ります。フローラルなニュアンスの香りにシナモンも感じられ、ジュヴレらしい寛大なイチゴのアロマもジューシーな口当りを伴

うことで、その複雑さもあります。

ベリーズ シャブリ

牡蠣殻が見つかるキンメリジャン土壌由来のフレッシュでミネラル感溢れたピュアワイン。2019年ヴィンテージは、熟した果実の風味とクラシックなシャブリの持つスチールの様な滑らか
さとのマリアージュを楽しめる美しいバランスに仕上がっています。砕いた牡蠣殻とライムのアロマが魅力的で、味わいは凝縮感に溢れています。

ポマール キュヴェ ウィリアム

ボーヌ、ポマール、ヴォルネイに計4.25haの畑を所有する家族経営のワイナリー。平均樹齢95年の古木から造られるコート ド ボーヌを代表する銘醸ワイン。100％新樽使用し、18ヶ月熟
成。クリアで甘やかな樽香が、ワインにしっかりと溶け込み、ミネラルが全体を引き締め支えています。

クレマン・ド・ブルゴーニュ

赤ワインと白ワインで有名なブルゴーニュでも約11%ほどクレマンを生産しています。シャルドネ80%とピノ・ノワール20%を使用し、シャンパーニュと同じ瓶内二次発酵で造られた贅沢
なスパークリングワイン。繊細でエレガントな泡、シャルドネ由来のまろやかで美しい口当たり、白い花のニュアンスが口の中に広がります。

マコン・ヴェルジッソン

元コンサルタントで長年ワイン造りを夢見ていた当主が2019年設立した小規模ワイナリー。ブルゴーニュ南部マコネ地区の畑から造るハイクオリティーな白ワイン。新樽20%と大樽を使用
し熟成。2400本のみの生産。柑橘系果実の香りや、ヘーゼルナッツ、トーストのような香りが広がります。口に含むと、ふくよかながらもミネラル感と繊細で美しい酸が余韻まで続きま

す。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

フランス ボルドー
シャト－　カプベルン

ガスクトン
2011 フルボディ

カベルネ ソーヴィニヨン
74%、メルロ 26%

フランス ボルドー シャト－　シオラック 2014 ミディアムボディ
メルロ 80%、カベルネ
フラン 15%、マルベッ

ク 5%

フランス ボルドー シャト－　ジスク－ル 2018 ミディアムボディ
カベルネ ソーヴィニヨン

55%、メルロ 45%

フランス ボルドー
シャト－　ベイシュ

ウ゛ェル
2017 ミディアムボディ

メルロ 85%、カベルネ
ソーヴィニヨン 15%

フランス ボルドー
シャト－　カロン　セ

ギュ－ル
2017 フルボディ

メルロ 59%、カベルネ
ソーヴィニヨン 41%

フランス ボルドー シャト－　モンロ－ズ 2014 フルボディ
メルロ 60%、カベルネ
ソーヴィニヨン 40%

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

サンテステ－フ　ド　モンロ－ズ

メドック格付け2級、シャトー モンローズが造るサードラベル。若いうちから楽しめますが、数年の熟成を経てトーストやブリオッシュ、シダーなど複雑な香りが見事に溶け込んでいます。
いきいきとした果実味としっかりした酸をそなえたバランスのよいワインです。

レ　ブリュリエ－ル　ド　ベイシュウ゛ェル

メドック格付け4級シャトー ベイシュヴェルが所有するオー メドックのワイン。醸造、熟成はベイシュヴェルで行います。赤い果実の風味を基調としたアロマと果実味が豊かでしっかりし
た構成力があり、長いチョコレートやリコリスを思わせる余韻が楽しめます。

サン　テステフ　ド　カロン　セギュ－ル

メドック格付け3級。かつてラフィットやラトゥールを設立したセギュール侯爵が一番愛したシャトー。彼が｢われラフィットを造りしが、わが心カロンにあり｣と言ったと伝えられエチケッ
トにハートが描かれています。果実味、タンニン、酸味のバランスが良く、黒系果実や土っぽさ、シルキーなタンニンがあり、スパイスのニュアンスも感じられます。エレガントな酸がワイ

ンにフレッシュ感を与え、熟成のポテンシャルもあります。

シャト－　シオラック

ラランド ド ポムロールにあるシャトー。メドック格付け1級シャトー ラトゥールの所有者アルテミスグループが2014年より共同経営者、2017年には所有者となったのち、2020年には
メドック格付け3級カロン セギュールのオーナー スラヴニールが取得。非常になめらかな口当たり。香りにはブラックチェリーなどの黒系果実に加えてスパイシーなニュアンス。メルロの

果実味とフランの涼やかさ、マルベックの旨みとタンニンが見事にかみ合ったバランスのとれた1本です。

オ－　メドック　ド　ジスク－ル

メドック格付け3級シャトー ジスクールがオー メドックに所有する畑から造り出すコスト パフォーマンスに富んだワイン。ブラックベリーの甘い香りにダークチョコレートの風味。タンニ
ンも滑らかで酸味とのバランスもとれているワインです。

2022年　夏のリカーセレクション

No.70　格付けシャトーのエッセンスを味わえるボルドー赤ワイン6本セット

フランス・ボルドー地方を語る上で外せないものと言えば、「格付け」が挙げられます。これは1855年に開催されたパリ万博の際に、ナポレオン三世の命令に
より、ボルドー市商工会議所によって当時の流通価格や評判を元に制定され、今なお高い影響力を残しています。今回、ご紹介するワインはその格付けシャトー
を所有するグループに関連するボルドーワインになります。格付けシャトーの格落ちのブドウを使ったり、同じ醸造施設を使用するなどワインのどこかに格付け
シャトーのエッセンスを感じられる仕上がりになっています。この中にお好みのワインを見つけて頂き、今度は関連する格付けシャトーを是非味わってみてくだ

さい。

商品名

シャト－　カプベルン　ガスクトン

メドック格付け3級シャトー カロン セギュールの前オーナーのマダム ガスクトンが所有していたシャトー。カロン セギュールのすぐ近くに位置しています。サン・テステーフらしく、エレ
ガントにクラシックなワインに仕上がっています。力強さと果実味のバランスが絶妙です。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

フランス ブルゴーニュ
メゾン・ジョゼフ・ドルー

アン
2018 ミディアムボディ

ピノ・ノワール
１００％

フランス ブルゴーニュ ルイ・ジャド 2015 ミディアムボディ
ピノ・ノワール

１００％

フランス ブルゴーニュ ティエリー・モルテ 2017 ミディアムボディ
ピノ・ノワール

１００％

フランス ブルゴーニュ
ドメーヌ・ダヴィド・デュ

バン
2018 ミディアムボディ

ピノ・ノワール
１００％

フランス ブルゴーニュ ドメーヌ バシェ=ルグロ 2019 ミディアムボディ
ピノ・ノワール

１００％

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

2022年　夏のリカーセレクション

No.071　「モノ・ポール」2本入り！コート・ドール地区　ブルゴーニュ村名赤ワイン5本セット

ブルゴーニュ地方コート・ド・ドール地区の村名クラスのピノノワールをセレクトしました。
そのうち、２本は生産者が単独所有する畑、「モノ・ポール」のワインです。生産者やテロワールの個性と長い余韻をお愉しみください。

＜メゾン・ジョゼフ・ドルーアン＞　サヴィニ・レ・ボーヌ　クロ・デ・ゴドー
北はコルトンの丘、南にはブルゴーニュの中心都市であるボーヌに挟まれているサヴィニー・レ・ボーヌ。クロ・デ・ゴドーはドルーアン社のモノポール

（独占畑）です。ここ最近はその評価も高まってきており、存在感を見せ始めています。
＜ルイ・ジャド＞　サントネー・クロ・ド・マルト　ルージュ　ドメーヌ・ルイ・ジャド

コート・ド・ボーヌの南に位置するアペラシオンです。ロ・ド・マルトはルイ・ジャド社のモノポール（独占畑）です。
マイナーなアペラシオンですので、お値打ちワインが多く注目のアペラシオンです。

＜ティエリー・モルテ＞　ジュヴレ・シャンベルタン
フランスのブルゴーニュ地方の中でも代表的な赤ワインの１つが「ジュヴレシャンベルタン」です。
ナポレオンが愛したワインという背景から「ブルゴーニュの王」「王のワイン」と呼ばれています。

＜ドメーヌ・ダヴィド・デュバン＞　ニュイ・サン・ジョルジュ
北部と南部に大別する事ができる大きなアペラシオンです。北部の畑では、ヴォーヌ・ロマネを彷彿とさせる繊細でエレガントなワイン、

南部は骨格のしっかりとしたワインが特徴で、ダヴィドデュバンは北部エリア中心の畑です。
＜ドメーヌ バシェ=ルグロ＞マランジュ・ヴィエイユ・ヴィーニュ

マランジュやコート・ド・ボーヌ地区で一番新しいA.O.C.で、地区の最南端にあります。スパイスと赤い果実の風味が特徴です。

商品名

サヴィニ・レ・ボーヌ　クロ・デ・ゴドー

魅惑的で柔らかい凝縮したブラックベリーとラズベリー、バラやスパイスの香りが感じられます。しっかりとした骨格があり、赤系果実の甘みと酸味、そしてしなやかなタンニンが、このワインのバランス
を整え、エレガントなフィニッシュに導きます。

サントネー・クロ・ド・マルト　ルージュ　ドメーヌ・ルイ・ジャド

７ｈａのクロ・ド・マルトはルイ・ジャド社のモノポール（独占畑）で、「Ｓｏｕｓ　ｌａ　Ｆｅｅ（妖精の下）」と呼ばれるクリマの中にあります。７ｈａのうち、６ｈａはピノ・ノワール品種で赤ワイ
ンを生産しています。クロ・ド・マルトの大地の土を思わせる風味を持ったワインです。

ジュヴレイ・シャンベルタン

20箇所以上の異なる区画をアッサンブラージュした村名ジュヴレ・シャンベルタン。黒い果実や赤い果実のアロマに甘草のタッチ。しっかりとしたストラクチャーはさすがジュヴレ・シャンベルタンであ
る。若いうちはカラフに一度移して供したい。サーロインステーキやジビエとともに味わいたい。

ニュイ・サン・ジョルジュ　　

パリの三ツ星レストランなどで取り扱われ、欧米、および、日本で高評価を獲得する天才的造り手！薄い液体にはエキスがギッシリ。深い味わい、複雑でミネラルの締り感もある。

マランジュ・ヴィエイユ・ヴィーニュ

樹齢が５０年以上と高く一部は1935年植樹、また、その他は1960年植樹。4日間低温浸漬を行い、その後10日間のアルコール発酵。さらに、６日間の浸漬を行う。その後12か月樽熟成　（新樽比率
20％）。タンニンは適度にあるが、軽やかでバランス良くエレガント。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

フランス シャンパーニュ R&L ルグラ NV 辛口 シャルドネ

フランス シャンパーニュ ガストン・シケ NV 辛口
ムニエ40％、

シャルドネ35％、
ピノ・ノワール25％

イギリス ケント ガズボーン・エステイト 2015 辛口 シャルドネ

イギリス ケント ガズボーン・エステイト 2018 辛口
シャルドネ40%、

ムニエ33%、
ピノ・ノワール27%

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

2022年　夏のリカーセレクション

No.072　シャンパーニュとイングリッシュ・スパークリングワイン飲み比べセット

マスター・オブ・ワイン発祥の地でもあるイギリス。
そのマスター・オブ・ワインが厳選した今注目のイン グリッシュスパークリングとフランスのシャンパーニュ の贅沢な飲み比べのセットで

す。
シャンパーニュ地方からは、コート・デ・ブランの中でも最北に位置するグラン・クリュ、「シュイィ村」のシャルドネだけで造られるスタ

ンダード・キュヴェと
レコルタン・マニピュラン（小規模生産者）のトップ生産者＜ガストン・シケ＞のフレッシュで活き活きした果実味が特徴のプルミエ・ク

リュ、
イギリスからは伝統的なシャンパーニュと同じぶどう品種を使用した注目の生産者＜ガズボーン・エステイト＞のブラン・ド・ブランと３種

の品種をブレンドした、
ブリュットをご用意いたしました。

商品名

ブラン・ドゥ・ブラン、グラン・クリュ

コート・デ・ブランの中でも最北に位置するグラン・クリュ、シュイィ村のシャルドネだけで造られるスタンダード・キュヴェです。通常ブラン・ドゥ・ブランでイメージするすっきりタイト
な味わいとは違い、シュイィ村ではふくよかで優しい味わいとなります。黄色い成熟したフルーツ、ブリオッシュとマッシュルームの複雑な味わい。

トラディション、プルミエ・クリュ、ブリュット

ドライフルーツの香りと柑橘系の香りが華やかに香り、滑らかでスムースな
口あたりが心地よい。アプリコット、白桃、オレンジやレモンなどの柑橘類のフレッシュなフレーバーを思う存分味わえる秀逸な1本。

ブラン・ドゥ・ブラン

ガズボーンのフラッグシップのブラン・ドゥ・ブランは、厳しく選果された最良のシャルドネを最低36か月澱と共に熟成させた、フィネスとエレガンス、熟成のポテンシャルを備えたワイ
ン。輝く黄金色を呈し、持続力のある細やかな泡によって口当たりは柔らか。ヘーゼルナッツ、レモン、トーストしてバターを塗ったパンのような香ばしさなどの、複雑なアロマに、ミネラル

や旨みを感じさせる豊かな余韻。

  ブリュット・リザーヴ

Brut Reserveが目指すのは、 三品種をブレンドし親しみやすくバランスの良いスタイルで、ガズボーンを大胆に表現するワイン。
チェリーやイチゴなどの赤果実のアロマは、次第にシナモンやスパイスが香る焼きたてのペイストリーへと変化します。口に含むと、柔らかな核果に明るい柑橘が輝くようなクリーンでフレッ

シュな味わい。余韻は爽やかで長い。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

フランス ブルゴーニュ ルイ・ｼﾞｬﾄﾞ 2016 フルボディ ピノ・ノワール

フランス ブルゴーニュ ルイ・ジャド 2018 ミディアムボディ ピノ・ノワール

フランス ブルゴーニュ ルイ・ジャド 2018 ミディアムボディ ピノ・ノワール

フランス ブルゴーニュ ルイ・ジャド 2018 辛口 シャルドネ

フランス ブルゴーニュ ルイ・ジャド 2018 辛口 シャルドネ

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

ムルソー

ムルソーは、シャルドネを栽培するには完璧と言える理想的な土壌（泥灰土）で、「偉大なホワイト・ブルゴーニュワイン」の中心産地とされています。ルイ・ジャド社のムルソーは
強い芳香、よく熟した果実味あふれる香りが口中に広がり、とろみのあるなめらかなワインです。

サン・ヴェラン

サン・ヴェランはブルゴーニュ南部のワインの中で「上品な花」といわれています。土壌はジュラ紀の粘土石灰岩質で、最良のシャルドネが得られます。白い花の香りのある柔らかな
白ワインです。

ソンジュ・ド・バッカス　ブルゴーニュ　ピノ・ノワール

「バッカスの夢」という名の、スーパーブルゴーニュＡＣ。選りすぐりのピノ・ノワール種から造られた、スタンダード・ブルゴーニュ５０％にヴィラージュ、プルミエ・クリュのワ
インを５０％加え、より深みのあるリッチな味わいとコストパフォーマンスを実現しました。日本限定商品です。

ブルゴーニュ　コート・ドール

ルイ・ジャドはブルゴーニュ　コート・ドールに認定された畑のワインと、ヴィラージュ級のワインをブレンドしました。ピュアな果実味とスパイスの風味を伴った、コート・ドール
のピノ・ノワールの繊細さと奥行きが感じられる赤ワインです

2022年　夏のリカーセレクション

No.073　ムルソー・ジュヴレ・シャンベルタンを含む！〈ルイ・ジャド〉銘醸地赤・白ワイン5本セット

〈ルイジャド〉定番人気の赤・白ワインセットです。
ワインの王様と称される、ジュヴレ・シャンベルタンと世界的にも人気のムルソーを含む、厳選したアイテム

をセットにしました。
友人やご家族と共に、ルイジャドが造り出したブルゴーニュの世界を堪能して下さい。

商品名

ジュヴレ・シャンベルタン

ジュヴレ・シャンベルタン村にある畑は品質の個性に非常に違いがあるため、生産者の名前が、他の村のワインに比べてワインの品質に特に重要な意味を持っています。ルイ・ジャド
は、深い色合いと、ベリー系果実の複雑で奥深い香り、タンニンがしっかりしたフルボディに仕上げました。



国 地域 生産者名 味わい セパージュ 画像 国 地域 生産者名 味わい セパージュ 画像

フランス
ボルドーシュー

ペリウール
シャトー　フローリー

オード
ミディアムボディ

メルロー80％、カベ
ルネソーヴィニヨン
15％、カベルネフラ

ン5％

フランス ボルドー
シャトー　コート　デュ

リュック
ミディアムボディ

メルロー、カベルネ
フラン

フランス ボルドー
シャトー　オー　ブル

ディ
ミディアムボディ

 メルロー、カベルネ
ソーヴィニヨン

フランス ボルドー
シャトー　ムーラン　ド

ボワイエ
ミディアムボディ

カベルネソーヴィニ
ヨン60％、メル

ロー40％

フランス ボルドー
シャトー　ベルロルド

ル
ミディアムボディ メルロー フランス ボルドー シャトー　エイマ ミディアムボディ メルロー

フランス ボルドー
シュヴァル　  カン

カール
ミディアムボディ

メルロー、カベルネ
ソーヴィニヨン

フランス
ブライコート
ドボルドー

シャトー　オー　ヌーリ ミディアムボディ メルロー100%

フランス
ブライコートド

ボルドー
シャトー　プレ　デュ

モワンヌ
ミディアムボディ

メルロー、カベルネフ
ラン

フランス ボルドー シャトー　ローザネ ミディアムボディ

メルロー50％、カ
ベルネソーヴィニヨ
ン30％、カベルネ

フラン20％

フランス ボルドー
シャトー　ラ　ロシュ

サン　ジャン
ミディアムボディ

メルロー、カベルネ
ソーヴィニヨン

フランス ボルドー
シャトー　ベルエール

ガシー
ミディアムボディ

メルロー、カベルネ
フラン、カベルネ

ソーヴィニヨン、マ
ルベック

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

シャトー　ラ　ロシュ　サン　ジャン2019 シャトー　ベルエール　ガシー2019

美しく輝く紫がかったルビー色、黒果実（ブラックベリー、プラム）を思わせる香り、ペッパーなどスパイスの香り、フレッシュで果実の味わい プルーンとラベンダー、バニラの香り、軽い酸味と渋みが口の中に広がる味わい

シャトー　プレ　デュ　モワンヌ2018 シャトー　ローザネ2019

深く濃い赤い色、黒い果実とタバコの香り、 プラム、ブラックベリー、チェリーの素晴らしい味わい、優しい渋みとやわらかい口当たり、滑らかで、長
く乾いたドライな後味。

素晴らしく輝く紫色、良く熟した赤果実（ストロベリー）や黒果実（カシス）の香り

シェ　ド　ボルデ2018 シャトー　オー　ヌーリ2019

ルビーの色合いのきらめく色、ブルーベリー、プルーン、ドライフルーツの香りが漂う繊細な香り、くよかで肉付きの良い口口あたり、非常に熟したメル
ロー味わい。

奥行きのあるガーネット色、ブラックカラント、バニラ、ココナッツ、クローヴを思わせるスパイスの香り

シャトー　ベルロルドル2018 シャトー　エイマ2019

深いガーネットカラー、フルーティーで、バニラとメントールのタッチとプラムのアロマ、口当たりは丸く、ビロードのようなタンニンとバランスが取れ
ています。 フィニッシュで素晴らしい果実味が出てきます。

深いガーネットカラー、フルーティーなブラックカラント、スパイス、ロースとした香り、口当たりは丸く、ビロードのような渋み、 フィニッシュで
素晴らしい果実味が出てきます。

輝きのある赤紫色、ダークチェリーや熟した果実の香り、まろやかな口あたり、ローストコーヒーの後味

シャトー　オー　ブルディ2018 シャトー　ムーラン　ド　ボワイエ2019

輝きのあるミディアムガーネットレッド、レッドベリー、スミレ、カシス、ブラックカラント、オークの香り、 最初は柔らかなタンニンとわずかに渋み
を感じ、心地よい余韻があります。 シャルキュトリー、スモークソーセージ、パスタ料理、ラム肉、またはビーフステーキとのスーツペアリングがおす

すめ。

ガーネットのノートが付いた美しい赤いバーガンディレッド、すみれ色の香り、 上質でしなやかな味わいに丸く滑らかなボディを感じます。焼き肉、
焼き魚、軽いデザートと一緒にお召し上がりいただけます。

2022年　夏のリカーセレクション

No.074　金賞受賞ボルドー赤ワイン12本セット

大人気！間違えのない実力派を詰め合わせ
2018年から2020年にかけて、ワインコンクールやワインガイドで金賞を受賞したボルドー赤ワインの詰合せです。

赤ワイン好きには堪らない、12本の実力派ボルドーワインを是非ご自宅でご堪能ください。
毎日の食事のおともに、少し冷やしてお飲みいただくと、より美味しく感じます。

商品名 商品名

シャトー　フローリー　オード2017 シャトー　コート　デュ　リュック2019

鮮やかなガーネット色、 熟したレッドベリーとプラムの香り



国 地域 生産者名 味わい セパージュ 画像 国 地域 生産者名 味わい セパージュ 画像

フランス グラーヴ シャトー　マルジェ 辛口
セミヨン、ソーヴィニヨ

ンブラン
フランス ボルドー シャトータネス 辛口

ソーヴィニヨンブラン
80％、ミュスカテル20％

フランス
アントゥルド

メール
ドメーヌドリコー 辛口

ソーヴィニヨンブラン45％、
セミヨン45％、ミュスカデル

10％
フランス

ブライコートド
ボルドー

シャトー　レ　フェイ 辛口 ソーヴィニヨンブラン

フランス ボルドー
シャトー　プティ

ムーラン
辛口

セミヨン、ソーヴィニヨ
ンブラン

フランス
アントゥルド

メール
シャトーグランパス

コー
辛口 ソーヴィニヨンブラン100%

フランス
アントゥルド

メール
シャトー　レフォント

ニール
辛口

ソーヴィニヨンブラン 40%、ソー
ヴィニヨングリ20%、セミヨン

20%、ミュスカデル 20%
フランス ボルドー シャトー　ガロ―シェ 辛口 ソーヴィニヨンブラン

フランス ボルドー
シャトー　ピエールル

セル
辛口

ソーヴィニヨンブラン40％、
セミヨン40%、ミュスカテル

20％

フランス ボルドー
シャトー　ラ　ジャル

グ
辛口

ソーヴィニヨンブラン
70%、セミヨン25%

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

シャトー　ラ　ジャルグ2020

魅惑的な黄緑色、白い花、グレープフルーツ、ツゲの木の香り、フレッシュなアタックを持つ味わい。。

シャトー　ピエールルセル2020

魅力的なみどりがかった淡い黄色、白い花、グレープフルーツ、ツゲの木の香り、フルーティーでしなやかでシルキーな味わい。

シャトー　レフォントニール2019 シャトー　ガロ―シェ2019

輝く緑がかった黄色、白い花の香り、エキゾチックなフルーツの香り
緑のハイライトのある淡い色、ツゲの木、ほうき、ライムの強い香り、生き生きとして柑橘系の香りと良い緊張感を持っています。後味に グレープフルー

ツのノートで長持ちする味わい。

シャトー　プティ　ムーラン2019 シャトーグランパスコー2020

鮮やかな麦わら色と金色のハイライト、グレープフルーツのアロマと、軽いフローラルとミネラルの香り、フレッシュで、レモン、ピーチ、そして心地よ
いミネラル感を感じる味わい

輝く透きとおった銀色のローブを感じる淡黄色、大地のミネラルを感じる香り

輝く薄緑色、 柑橘系の果物と白い果肉の果物のノート、スモーキーなタッチミネラルが口にひろがり、濃厚な果実味と酸味、 個性あふれる可愛らしい味わ
い

ドメーヌドリコー2018 シャトー　レ　フェイ2020

ミュスカデルのエキゾチックな味わい、セミヨンの花の香り、ソーヴィニヨンの新鮮さは、あなたを旅へと誘います。粘土-石灰岩土壌の畑は高原にあ
り、ランデーズサラダ、シャルキュトリー）またはシーフード（貝、焼き魚）とよく合います

緑がかった輝きのある淡い黄色、生き生きとした柑橘系の香り、ツゲの木、ほうき、ライムの香り、グレープフルーツのノートもある爽やかな味わい

2022年　夏のリカーセレクション

No.075　金賞受賞ボルドー白ワイン10本セット

数々の受賞歴のある実力派白ワインをボルドー地方からセレクトしました。
ボルドー地方の白ワインは、白ぶどうからつくった数種類のワインをブレンドしています。ソーヴィニヨン・ブランを主とし、

柑橘系の柑橘系の香りやセミヨン等をブレンドした厚みのある味わいなどが楽しめます。
グラーヴ地区を代表する樽熟白は、ふくよかで厚みのある味わいでセミヨンのブレンド比率が高めです。ソーヴィニヨンブラン主体の白は、すっきりとして、柑橘系の香りはなやかな印象です。

同じ、ソーヴィニヨンブラン100％のワインも食前だけでなく、食中もお料理に合わせてお愉しみ下さい。

商品名 商品名

シャトー　マルジェ2019 シャトータネス2019

非常に魅力的で活気のある辛口の白ワインで、心地よい柑橘系フルーツやバニラの香り、ミネラル（花崗岩）を感じ、幅広さとしなやかなフィニッシュの
前に現れるアロマに驚かされます。 シーフードや焼き魚と一緒に食べる事をお勧めします。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

フランス
ボルドー シューペ

リュール
シャトー ド スガン 2019 辛口

ﾒﾙﾛｰ80%､ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ
15%､ｶﾍﾞﾙﾈﾌﾗﾝ4%､ﾏﾙﾍﾞｯ

ｸ1%

フランス コート ド トー
レ コスティエール ド

ポメロル
2020 辛口 ｼｬﾙﾄﾞﾈ100%

フランス ピックプールドピネ
レ コスティエール ド

ポメロル
2020 辛口 ﾋﾟｯｸﾌﾟｰﾙﾄﾞﾋﾟﾈ100%

フランス オック アルマ セルシウス 2020 ミディアムボディ ｼﾗｰ100%

フランス コート デュ タルン ヴィノヴァリ 2020 ライトボディ
ﾃﾞｭﾗｽ40%､ﾌﾞﾛｰｺﾙ35%､

ｼﾗｰ25%

フランス アルザス オルシュヴィレール 2019 辛口 ﾘｰｽﾘﾝｸﾞ100%

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

アルザス　リースリング

輝く黄金色をしたリースリング種のワインは、アーモンドのような香りをもった典型的な果実香や豊富なミネラルも感じる香りが引き立ちます。優雅な花の蜜を感じる甘みとフレッシュな酸味
とのバランスが絶妙で、清涼感とコクを合わせ持った一品です。

シラー ヴィエイユ ヴィーニュ

南フランス産のシラー種で作られた赤ワイン。深い紫色でシラー特有のスパイシーな風味と黒胡椒やダークチェリーを想わせる果実味とソフトなタンニンが魅力です。

レ グラニティエール ルージュ

フランス南西地方で作られたワインは、ステンレスタンクで低温発酵されたフルーティなもの。紫色のワインは、ラズベリーやイチゴのような赤い果実のフルーティなアロマがあり、ソフト渋
味とマイルドな口当りが調和したものです。

シャルドネ ボーヴィニャック

南フランスで作られた上質のシャルドネのワイン。明るい黄金色のワインは、パイナップルや蜜リンゴの様な熟した果実のニュアンス、まろやかな風味で飲みごたえのあるコクのある味わい。

ピックプール ド ピネ ボーヴィニャック

南フランス産の白ワインは、緑かかった黄金色で、熟したグレープフルーツのような柑橘系のフルーツを思わせる芳香とフレッシュな酸味にミネラル感溢れる新鮮な味わい。

2022年　夏のリカーセレクション

No.76　コンクールで10年連続金賞受賞だけ！高評価フランス赤・白ワイン6本セット

国際コンクールで10年連続高評価を受け続けるフランスの金賞ワインだけを揃えた赤白詰め合わせセット。アルザス地方から南仏地方まで、フランスの南北を
横断して高評価を受け続ける納得のクオリティをお楽しみいただけます。アルザス産リースリングは、アーモンドのような香ばしさと華やかさを併せ持つフ

レッシュな味わい。ギネスブックにも登録されている世界最大級のコンクール“マコン ワイン コンクール”にも出品され、9000アイテムの中からわずか8%
しか受賞できない金賞の受賞歴もある素晴らしいクオリティのワインです。また、良質なぶどうを厳選し、伝統的なボルドーワインの醸造方法でつくられた

シャトー ド スガン キュヴェ プレステージは、“プレステージ（名声・威信）”の名の通り、シャトードスガンを代表するキュヴェです。オーク樽にて12か月
熟成されたワインは、樽由来のスパイシーでローストしたコーヒーのような香りと、熟成によって滑らかになったタンニンとの調和が楽しめます。南仏からは4
地区をご紹介。特に「ピックプール ド ピネ」は、あまり日本では名前が知られていませんが、現地では牡蠣に合わせるワインとして有名です。ミネラルに溢れ

柑橘系のフルーツようなさっぱりとした味わいは、牡蠣の塩気とミルキーな味にピッタリです。

商品名

シャトー ド スガン キュヴェ プレステージ

良質のぶどうが実る特別区画の畑で作られるスペシャル・キュヴェ！醸造後、オーク樽で12ヶ月熟成されスパイシーでローストしたコーヒーのような香り、なめらかなタンニンが楽しめるリッ
チな風味！



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

フランス ボルドー シャトー・ペレイヌ 2015 フルボディ
メルロ 70％、カベルネ・

ソーヴィニョン 30％

フランス ボルドー メゾン・リヴィエール 2015 フルボディ
メルロ 85％、カベルネ・

ソーヴィニョン 15％

フランス ボルドー メゾン・リヴィエール 2015 フルボディ
メルロ 80％ カベルネ・

ソーヴィニョン 20％

フランス ボルドー メゾン・リヴィエール 2015 フルボディ
メルロ 70％、カベルネ・
ソーヴィニョン 25％、カ

ベルネ・フラン 5%

フランス ボルドー 2015 フルボディ
メルロ 70％、カベルネ・

ソーヴィニョン 30％

フランス ボルドー 2015 フルボディ
メルロ 80％、カベルネ・

ソーヴィニョン 20％

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

シャトー・ベレール・ラクロット

伝統的なスタイルを踏襲したボルドーワイン。カベルネ・ソーヴィニョンのみフレンチオーク樽で12カ月熟成し、メルロ種と最終的にアッサンブラージュします。ベリー類やスグリ、チェリーといっ
た小さな赤い果実の香りに満ちた、シンプルなようで余韻も長く奥深い味わいのワインです。酸味と果実味のバランスが整ったワインは、タパスやピッツァ、羊肉や牛肉などの赤身の肉によく合いま

す。ハードチーズにもおすすめです

カスタニエ・コレクション

3品種をアッサンブラージュして造る伝統的な製法で造る赤ワイン、ワインに適度な樽香をつけ、滑らかな質感を出すため、フレンチオークの1年樽を使用します。この樽で10か月間熟成させます。メ
ルロを軸に、ベルベットのような滑らかな質感と厚みのある味わいを表現しますが、単調にならないようアクセントとしてカベルネ・ソーヴィニョンとカベルネ・フランをアッサンブラージュし、複雑

な香りや酸、渋みを表現しエレガントな味わいに仕上げています。

シャトー・ペレイヌ

シャトーは15世紀から続くとても長い歴史を持つシャトーです。ワインは6か月間オーク樽熟成させ、バランス良い味わいに仕上げます。収穫するとき、よく熟していながら過熟ではない、最適なタイ
ミングを注意深く選ぶことで、このブラックベリーやカシスを思わせる魅力的な果実味が表現できます。メルロ、カベルネ・ソーヴィニョンの特徴がよく表れています。コンテやパルミジャーノなどの

ハードチーズ、グリルしたソーセージやローストポークととてもよく合います。

エクセリウム

メルロ、カベルネ・ソーヴィニョンどちらも10か月間オーク樽で熟成させます。うち1/3は新樽を使います。難関と言われるパリのコンクールでも優れた成績で金賞を獲得しました。黒い果実を思わ
せるジューシーな果実味と、ベルベットのような滑らかな質感が楽しめる、非常にコストパフォーマンスに優れたボルドーだと思います。牛肉や羊など赤身のお肉や、マグロのグリル、ローストポーク

など、様々な料理と合わせて楽しめます。トマトソースのパスタにも良く合います。

オー・ピカ

世界各地のコンテストで受賞実績のある優れたシャトーです。カベルネ・ソーヴィニョンは樽熟成されたのちに、ステンレスタンク発酵のメルロとアッサンブラージュされます。完熟したメルロ種が表
現する魅力的な果実味が、とてもリッチでジューシーな味わいを表現しています。ローストビーフや串焼きにとてもよく合います。

2022年　夏のリカーセレクション

No.077　優良ビンテージ2015ボルドー・グレーテスト・コレクション

ワインのスペシャリストとして世界的に活躍するクリストフ・カスタニエ氏と、熟成ワインの管理で定評のあるメゾン・リヴィエールのセラーから厳選した、世紀のビッグ・
ヴィンテージ2015年の金賞飲み頃ワイン6本をセットにして、オリジナル・パッケージに詰めてリリースしました。パッケージのデザインは、メゾン・リヴィエールが居を構

えるサンテミリオンの風景で、世界遺産にも登録された歴史ある街並みです。
誰もが絶賛する歴史的グレートヴィンテージ、2015年。春は乾燥し暑い日が続きましたが、6月には理想的な雨があり、その後は暑い夏が8月半ばまで続きました。芳醇な果実
味があり、すぐ飲んでも美味しく楽しめますが、熟成させるのもまた楽しみな年です。6年程度熟成したこのタイミングは、まさに最初の飲み頃。華やかな果実味を保ちつつ、

タンニンがやや落ち着き、熟成による複雑なニュアンスが表現されてきます。
メゾン・リヴィエールは1875年設立の、家族経営のワイン会社です。サンテミリオンを本拠地に、優れたボルドーワインを生産・調達する会社として知られており、大量生産
品ではなく、熟成も可能な高品質なワインを長きに渡って扱っています。ワイン造りだけでなく、ワイン選定においても、一貫して厳しい品質基準をクリアしたものを集め、さ

らに「長く寝かせておいても品質が落ちない優れたワイン」であることも重視しています。

商品名

レオ・ド・ゴンテ シャトー・ペレイヌ

複雑で奥深いブラックベリーやカシスの香り、完熟したメルロ種が醸し出す滑らかで厚みのある味わいに、オーク樽のもたらす香ばしい風味が奥行きを与えます。コンテやパルミジャーノなどのハード
チーズ、厚みのあるメルロの特徴を生かして、シチューなど煮込み料理やじっくり火を入れたローストチキン、ローストポークなどによく合います。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

フランス ブルゴーニュ ビヨー・シモン 辛口 シャルドネ１００％

フランス ブルゴーニュ ドメーヌ・ギイ・ロバン 辛口 シャルドネ１００％

フランス ブルゴーニュ ルイ・ジャド 辛口 シャルドネ１００％

フランス ブルゴーニュ
ドメーヌ・ドルーアン・
ヴォードン

辛口 シャルドネ１００％

フランス ブルゴーニュ ドメーヌ・シャンソン 辛口 シャルドネ１００％

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

2022年　夏のリカーセレクション

No.078　人気銘柄シャブリ生産者別飲みくらべ白ワイン5本セット

ブルゴーニュ地方の最北に位置するシャブリ地区は、白ワインの銘醸地。今回は古木から造られた凝縮された味わいのシャブリなど人気セットを
アップグレードしてご用意いたしました。

同じシャブリでも造り手によって異なる味わいをお愉しみください。
ラインナップはシャブリの名門＜ビヨー・シモン＞の優良区画から生まれる上級シャブリ、

シャブリの老舗生産者＜ドメーヌ・ギイ・ロバン＞から高樹齢の“ヴィエイユ・ヴィーニュ”。
そして、シャブリの先駆者と評される＜ドメーヌ・ドルーアン・ヴォードン＞、ブルゴーニュの巨匠＜ルイ・ジャド＞。
1750年に設立しボーヌでも1、2を争う歴史あるメゾンで、現在はボランジェグループが所有する＜シャンソン＞です。

来年入荷する2021年ヴィンテージは霜被害の影響により生産量は極わずかです。シャブリ好きの方はぜひこの機会にお買い求めください。

商品名

シャブリ

200年の歴史を誇るドメーヌ・ビヨー・シモン。ヴィンヤードからセラーまで、一切の妥協なく、高い献身性と技術力とともに、素晴らしいシャブリワインを生み出し続けています。フ
レッシュでミネラルと果実味がバランスが良いシャブリです。

シャブリ　ヴィエイユ　ヴィーニュ

老舗シャブリ生産者が手掛ける栽培にこだわり抜いたナチュラルシャブリ。繊細で酸と果実のバランスが良い旨みのあるシャブリ。ミネラルを感じる骨格が余韻にまで広がる。

シャブリ　セリエ・デュ・ヴァルヴァン

グレープフルーツ等の新鮮な柑橘系の果実や白い花を思わせる香りがします。果実味のある心地よい酸味が特長です。

シャブリ

フルーティで心地よい柑橘系の香りに、ミントリーヴやレモングラスを想わせる香り、バランスが良く、フィニッシュには心地よいミネラルを感じます。

シャブリ

繊細なミネラル感と共にグレープフルーツとアーモンドの風味が感じられ、ピュアで明瞭。すがすがしいミネラル感を伴った程よい余韻。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

フランス ブルゴーニュ
ドメーヌ・ファビア
ン・コシュ

ミディアム
ボディ

ピノ・ノワール
１００％

フランス ブルゴーニュ ドメーヌ・シャンソン
ミディアム

ボディ
ピノ・ノワール

１００％

フランス ブルゴーニュ ドメーヌ・デュプレ
ミディアム

ボディ
ピノ・ノワール

１００％

フランス ブルゴーニュ
シャトー・ド・サント
ネイ

ミディアム
ボディ

ピノ・ノワール
１００％

フランス ブルゴーニュ
メゾン・ジョゼフ・ド
ルーアン

ミディアム
ボディ

ピノ・ノワール
１００％

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

2022年　夏のリカーセレクション

No.079　大人気のブルゴーニュ　ピノ・ノワール赤ワイン5本セット

暑い夏にも赤ワインを美味しく楽しく飲みたい方にお勧めのピノ・ノワール5本セットです。
フルーティで重すぎず、少し冷やしても旨味が感じられ美味しく楽しめます。

ラインナップ目玉の「ブルゴーニュ・コート・ドール」は2017年にブルゴーニュＡＯＣに新設された地理的補足を持つデノミナシオンです。
ブドウ栽培に最適な、朝陽の恩恵を受ける東向きの丘陵地帯ではぐくまれる良質のブドウから、「ブルゴーニュ・コート・ドール」

のワインは生まれます。＜ドメーヌ・ファビアン・コシュ＞のブルゴーニュ・コート・ドールは本拠地ムルソー村エリアのぶどうを使用した
日本輸入720本のみの希少ワインです。ブルゴーニュAOCより、さらにワンランク上の味わいがお愉しみいただけます。

その他のラインナップは、1750年に設立しボーヌでも1、2を争う歴史あるメゾンで現在はボランジェグループが所有する＜シャンソン＞、
3つ星レストランをはじめ世界で愛される＜メゾン・ジョゼフ・ドルーアン＞、どちらも長い歴史に裏付けされた安定感のある味わいです。

さらに、ブルゴーニュ地区でも南に位置するコート・シャロネース地区のピノ・ノワールを使った＜シャトー・ド・サントネイ＞、
マコネ地区中心のピノ・ノワールを使った＜ドメーヌ・デュプレ＞です。

生産者によって異なる個性や特徴がありますのでぜひ飲み比べをしてお愉しみ下さい。

商品名

ブルゴーニュ・コート・ドール・ピノ・ノワール

1940年にジュリアン・コシュ・デュボー氏が立ち上げたワイナリー。ムルソーの名手として世界的に有名なフランソワ・コシュ・デュリ氏は従甥にあたる。華やかな香りにミネラリー
な果実味。完熟PNの甘い果実味と豊かなバランスが絶妙。上質なタンニンとジューシーな味わいや旨みがある1本。

ブルゴーニュ・ピノ・ノワール

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

ブルゴーニュ・ピノ・ノワール

マコネ地区のロワイエとマンセイにある南－南西の斜面にある畑。10-12日間マセラシオンを行い、その後オーク樽で概ね12ヶ月間発酵させる。　新樽比率は20％。　その間に２度
澱引きする。瓶詰めし、最低でも6ヶ月は寝かせる。とても濃い深い赤色。ブラックベリーや赤系果実の香り。フルボディで、熟した果実や樽熟成からくるリコリスの味わい。

ブルゴーニュ・ピノ・ノワール・ヴィエーユ・ヴィーニュ

コート・シャロネーズのさまざまなクリマをアッサンブラージュして造られたブルゴーニュ・ルージュ。南東向きの斜面の区画を選び、陽当たり良好。小樽と大樽にて熟成。しっかりし
た果実味とストラクチャーをもつ赤ワインとなる。

ブルゴーニュ・ピノ・ノワール

フレッシュな果実味、エレガントな酸味、やわらかなタンニンを持ち、ブルゴーニュの正統なスタイルとしてお手本の1本です。



国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像 国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

フランス ロワール グラシアン・エ・メイエ ＮＶ 辛口
シュナンブラン45％、

シャルドネ45％、ピノノ
ワール10％

スペイン ペネデス ペレ・ベントゥーラ ＮＶ 辛口
マカベオ、チャレッロ、

パレリャーダ

フランス
レ・グラン・シェ・ド・フ

ランス
ＮＶ 辛口 アイレン、ユニ・ブラン スペイン カタルーニャ コドルニウ ＮＶ 辛口

チャレッロ 45％、マカ
ベオ 30％、ピノ･ノ

ワール 25％

ｉ
ｔ
ａ
ｒ
ｉ

イタリア ヴェネト アントニーニ。チェレーザ ＮＶ 辛口 グレラ
オーストラリ

ア
ヴィクトリア

カラブリア·ファミリー・
ワインズ

ＮＶ 辛口
シャルドネ75％、ピ
ノ・ノワール25％

イタリア ヴェネト カンティネ・ピローヴァノ ＮＶ 辛口 ガルガーネ１００％ チリ
カロリーナ　ワイン　ブラ

ンズ
ＮＶ 辛口

ソーヴィニヨン、シャル
ドネ主体

イタリア ヴェネト ボッテガ ＮＶ 辛口
グレーラ（プロセッコ）

100%
イタリア カンパーニャ モンテソーレ ＮＶ 辛口 グレコ　100％

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

アカデミア ブルー モンテソーレ・グレコスプマンテ・ブリュット

淡い麦藁色。きめ細かく長くたなびくペルラージュ。ゴールデン種のリンゴ、パッションフルーツ、パイナップル、アカシアの花の豊かな芳香があります。非常にフ
ルーティーな辛口で、爽やかなのど越し。ミネラルと酸のバランスのとれた心地よい味わいです。

"ライムなどの華やかな香り。なめらかでドライな味わいで、白い花のような心地よいアフターテイストが特徴です。
グレコの特徴である酸とミネラル感がしっかりしていてとてもバランスの良いワインです。

イゾラ・アルタ グラン・キュヴェ・ブリュット ミラモンテ ブリュット

グレープフルーツのような清涼感に溢れるアロマ。 きめ細やかな泡立ちですっきりとした酸味とフレッシュな果実味が調和する、辛口スパークリングワイン
外観は淡いレモンイエローの色調。パンをかじったようなイースト香に、すっきりとした心地良い酸味と、ソーヴィニヨンブラン由来のアスパラやピーマンのニュアン

ス。また、桃、グレープフルーツ等の果実味がバランス良く感じられます。

グレラ・スプマンテ・エクストラ・ドライ アザーラ ＳＰ ブリュット １２入 Ｎ

グレラならではの豊かな香りと、爽やかで丸みのある味わいを余すところなく引き出したスプマンテ。フルーティーでミネラリーな非常にコストパフォーマンスに優
れた1本。

美味しそうなパンを思わせる淡い麦わら色を呈しています。エレガントで複雑。レモン、軽やかな麦芽やフレッシュなパンの香りです。生き生きとした酸味がクリー
ミーさと調和しています。新鮮なレモンのニュアンスを伴った麦芽のようなコク、カマンベールやパンの風味が感じられ、長い余韻も楽しめます。上質な気泡が絶え間

なく立ち昇ります。

女性醸造家マルタ氏が造る、エレガントで芳醇な高品質辛口スパークリングワイン。

レ・ダムリエール ヴァンムスー ブリュット コドルニウ バルセロナ１８７２ロゼ ブリュット

光沢ある淡いゴールドの色調。果実味が豊かで甘く綺麗な花のフレーバーがあり。フレッシュで、調和の取れた味わいです。クリーミーな泡に包まれた果実味がふん
わり広がります。

コドルニウワイナリーのあるバルセロナをイメージしたカラフルなモザイクデザインが目にも楽しいバルセロナ1872 オーガニックシリーズ。赤い果実や柑橘類の華や
かなアロマとビスケットのような熟成香、バランスがよくクリーミーでフレッシュな口あたり、オーガニックならではのやさしい果実味が楽しめます。

2022年　夏のリカーセレクション

No.０８０　世界の辛口スパークリングワイン　１０本セット

泡好きの方に送る辛口スパークリングワイン１０本セット。５か国（フランス、イタリア、スペイン、オーストラリア、チリ）から選りすぐりのスパークリングワインをご用意しました。飲み応えのあるシャンパーニュ製法のワインから、フルー
ティなシャルマ製法まで幅広くお愉しみいただけます。

商品名 商品名

グラシアン・エ・メイエ ブリュット カバ・プリメール ブリュット・レセルバ

"淡い黄色の外観、新鮮な白い花やライム、グリーンアップルのアロマが広がります。
洋ナシのニュアンスを感じるしっかりした構成感のある味わいは、繊細さを隠し持つダイナミックな風味を創り上げています。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

フランス ボルドー
シャトー・ド・グラ

ヴェット
2006 フルボディ

メルロ60％　カベル
ネ・ソーヴィニョン

25％　カベルネ・フラ
ン15％

フランス ボルドー
シャトー・オー・サル

プ
2007 フルボディ

メルロ70% カベルネ・
フラン20% カベルネ・

ソーヴィニョン10%

フランス ボルドー
シャトー・ラ・   リ

ヴァルリー
2009 フルボディ

メルロ54％ カベルネ
ソーヴィニヨン36％カ
ベルネフラン7％ マル

ベック3％

フランス ボルドー
シャトー・フォンレ

オー
2012 フルボディ

カベルネ・ソーヴィニョ
ン50%　メルロ50%

フランス ボルドー
シャトー・オーバー

ジュ・リベラル
2012 フルボディ

カベルネソーヴィニヨン
60％　メルロ40％

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

2022年　夏のリカーセレクション

No.081　ボルドー地方の熟成・飲み頃赤ワインセット

ゆっくりと時間をかける事により果実味を残しながらも角が取れ初め、柔らかみのある味わいになってきている年代の飲み頃、熟成したボルドーワイ
ンをセレクトしました。サンテミリオンの＜シャトー・オー・サルプ＞のセカンドラベルやメドック格付け5級＜シャトー・オーバージュ・リベラル
＞のオーメドック地区ワイン、ル・オー・メドック・ド・オーバージュ・リベラルなどを中心に優良年2009年の＜シャトー・ラ・リヴァルリー＞や
グラ―ヴ地区の小規模生産者＜シャトー・ド・グラヴェット＞2006年など優良年ならではの、凝縮した果実味が熟成を経て柔らかみを増し、味わい

深くなっている今まさに飲み頃で高品質のばかりをセレクトしました。この機会に時間が作る複雑味や美味しさをぜひご堪能ください。

商品名

シャトー・ド・グラヴェット

グラ―ヴ地区の小規模生産者です。タンニンがこなれ始め、滑らかさと複雑さが愉しめる当たり年の2006年です。

ムーラン・ド・サルプ

歴史あるサンテミリオンのブドウ畑のなかでも古い区画にあるジャヌエクス家所有のサンテミリオン・グランクリュ・クラッセのシャトー・オー・サルプのセカンドラベルです。

シャトー・ラ・リヴァルリー

フランソワ１世の時代まで遡ることのできる歴史的なブライ地区サン・ポールにあるボナコルーシ家所有シャトーです。果実感溢れる当たり年2009年をお楽しみください。

ラ・レジャンド・フォンレオー

リストラックの老舗筆頭シャトーの1つシャトー・フォンレオーのセカンドワインです。コスパの良いオー・メドックACの飲み頃2012年です。

ル・オー・メドック・ド・オーバージュ・リベラル

ポイヤック格付け第5級のシャトー・オーバージュ・リベラルがオーメドック地区で作る兄弟ワインです。
果実味が豊かでとミネラルと酸を感じさせエレガントでバランス良く仕上がっています。



国 地域 生産者名 味わい セパージュ 画像 国 地域 生産者名 味わい セパージュ 画像

フランス ブルゴーニュ
メゾン
トラミエ

ライトボディ ピノ・ノワール フランス ラングドック
シャトー・ド・ペ
ノティエ

辛口 シャルドネ

フランス ヴァン・ド・ターブル
メゾン
トラミエ

ライトボディ ピノ・ノワール フランス
グラン
ヴーリー

辛口 シャルドネ

フランス ラングドック
シャトー・ド・
ペノティエ

ライトボディ ピノ・ノワール スペイン ラ・マンチャ
ガルシア
カリヨン

辛口 シャルドネ

オーストラ
リア

ニューサウス
ウェールズ
リヴァリーナ

カラブリア
ファミリー
ワインズ

ライトボディ ピノ・ノワール
オーストラ

リア

ニューサウス
ウェールズ
リヴァリーナ

カラブリア
ファミリー
ワインズ

辛口 シャルドネ

チリ
ヴィーニャ
フレイ・レオン

ライトボディ ピノ・ノワール チリ
ヴィーニャ
フレイ・レオン

辛口 シャルドネ

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

マティナル･レセルヴァ･ピノ･ノワール マティナル･シャルドネ

銘醸産地にある自社畑の高品質なぶどうを使用し、サステイナブル認証を取得するなどこだわりのワインを造ります。このワインはチリの銘醸地カサブランカ・
ヴァレーのピノ・ノワールを使用。ほんのり感じるスパイスやハーブのニュアンスが複雑さを与えます。果実味、酸、渋みがバランスよく仕上がり、穏やかな印
象の一本です。軽めの前菜や、中華とベストマッチします.

銘醸産地にある自社畑の高品質なぶどうを使用し、サステイナブル認証を取得するなどこだわりのワインを造ります。チリの銘醸地セントラル・ヴァ
レーのぶどうを使用。このワインは、りんごや梨、桃などの果物、花の様々な香りを楽しめる一本。フルーティながらバランスのとれた心地よい味わ
いです

リッチランド･ピノ･ノワール リッチランド･シャルドネ

オーナーのビル・カラブリア氏を筆頭に、家族経営を貫く生産者です。オーストラリアワイン産業の発展に貢献したとして、過去には女王叙勲賞を受賞したこと
もあります。またアジア最大級のコンクール「ジャパン・ワイン・チャレンジ」では、甘口のデザートワインで最高金賞受賞するなど、多方面で評価を獲得して
ます。この赤ワインは完熟したオーストラリア産のピノ・ノワール種で造られる赤ワイン。魅惑的なベリーの香りに、程良く心地よいフレッシュな酸、余韻には
完熟プラムやスパイシーなニュアンスなど複雑味もお楽しみいただける一本です。

オーナーのビル・カラブリア氏を筆頭に、家族経営を貫く生産者です。オーストラリアワイン産業の発展に貢献したとして、過去には女王叙勲賞を受
賞したこともあります。またアジア最大級のコンクール「ジャパン・ワイン・チャレンジ」では、甘口のデザートワインで最高金賞受賞するなど、多
方面で評価を獲得してます。完熟したシャルドネで造るこの白ワインは、きれいな酸と完熟した果実感が驚きの完成度で、たっぷり果実のコクが楽し
める1本です。

ペノティエ･ロランジュレ･ピノノワール ガルシア･カリオン･オペラ･プリマ･シャルドネ

1620年から代々続く南仏ラングドックの由緒あるワイナリーです。現地のワイン発展への貢献が認められて2018年から「ラングドックワイン委員会」の会長も
務めるマダム・ミランが営んでいます。南フランスの温暖な気候で完熟したピノ・ノワール種を使用し造られています。南仏らしい滑らかな果実味と共に、ピ
ノ・ノワールの繊細な酸を感じられる味わいです。

130年以上の歴史を誇るスペインで長年愛されるワイナリーです。ラ・マンチャの伝統的な造りと土壌の特徴を余すことなく反映され造られるのがこ
のオペラ・プリマシリーズです。このシャルドネは乾燥した大地ならではの完熟果実の風味が豊かで、トロピカルな香りや濃縮感がたっぷりです。

1620年から代々続く南仏ラングドックの由緒ある生産者。フランス農水省が定めた認証「HVE＝環境価値重視農業」の最高ランクを取得し、その土
地の味わいを大切にしたワインを生み出しています。また当主マダム・ミランは自分の生産者だけでなく、地域のワインの品質向上のために情熱を注
ぎ、その貢献が認められて2018年からは「ラングドックワイン委員会」の会長も務めています。この白ワインは完熟したシャルドネに樽熟成を施し
たコクあり白ワイン。芳醇なバニラのアロマとパイナップル、ハチミツのような甘く濃厚な口当たりが楽しめる1本です。

メゾン･トラミエ･ロンシエール･
レミアム･ピノ・ノワール

プランス･ガリアン･シャルドネ

1842年より代々続く伝統あるネゴシアンがブルゴーニュの南「メルキュレイ村」を拠点とし、昔からのネットワークを活かしてコストパフォーマンス抜群なワイ
ンを提供し続けています。彼らのネゴシアンとしてのネットワークを駆使し上質なピノ・ノワール種で造られるこのワインは、旨みがたっぷりでピュアな味わい
が特徴です。

長年ぶどう農家としてぶどうの栽培とワインの醸造とともに手掛ける家族経営の生産者です。その実力は現地の新酒コンクールにて金賞を受賞するほ
ど。ボジョレー地区のみならず産地にこだわらずに、長年培ったぶどう農家とての経験、技量、コネクションで、他の地域の良質なぶどうを使用した
安価で良質なワイン造りにも挑戦をしています。このワインはシャルドネ種から造られたヴァン・ド・フランスワイン。上質なぶどうを厳選して使用
されており、シャルドネ種の自然なフルーティな味わいが素直に楽しめる1本。

2022年　夏のリカーセレクション

No.082　世界のピノ・ノワール&シャルドネ赤・白ワイン飲みくらべ10本セット

迷ったらおすすめの、人気のピノ・ノワール&シャルドネの飲みくらべ１０本セット。
ピノ・ノワールは、銘醸産地ブルゴーニュで歴史ある蔵元が造る芳醇な１本を始め、旨味溢れるヴァンドターブルのピノ、完熟ぶどうの芳醇な味わいの南フランス産、甘やかでジューシーな果実味が特徴のオースト

ラリア産、心地よい酸と果実味のバランスが絶妙のチリ産の５種類をご用意。
シャルドネは、芳醇な樽の風味が特徴で高級感すら醸し出す南仏産のシャルドネをはじめ、酸と旨味のバランスのとれたヴァンドフランス、溢れんばかりの芳醇な果実味が特徴のスペイン産、果実味にほんのりバニ

ラの風味が絶妙のオーストラリア産、飲みやすさ抜群のバランス重視のチリ産の５種類。是非飲みくらべをお愉しみください。

商品名 商品名

ローラン･デュフルール･ブルゴーニュ･ピノ・ノワール
キュベ・グレゴワール

マルキ･ド･ペノティエ･シャルドネ･樽熟成

1842年より代々続く伝統あるネゴシアンがブルゴーニュの南「メルキュレイ村」を拠点とし、昔からのネットワークを活かしてコストパフォーマンス抜群なワイ
ンを提供し続けています。ブルゴーニュ産ピノ・ノワール種で造られるこのワインは、豊かな果実味と微かにスパイスの風味が感じられ、ピノ・ノワールらしい
エレガンスを持ち合わせています。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

フランス ブルゴーニュ ドメーヌ・メールラン 辛口 シャルドネ１００％

フランス ブルゴーニュ ルイ・ジャド 辛口 シャルドネ１００％

フランス ブルゴーニュ オヴィッグ 辛口 シャルドネ１００％

フランス ブルゴーニュ
メゾン・ジョゼフ・ド
ルーアン

辛口 シャルドネ１００％

フランス ブルゴーニュ ドメーヌ・シャンソン 辛口 シャルドネ１００％

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

2022年　夏のリカーセレクション

No.083　「サン・ヴェラン」入り！　注目の産地「マコネ地区」シャルドネ白ワイン５本セット

人気のブルゴーニュ地方の中でも大注目のエリア「マコネ地区」のシャルドネを使用した、
老舗生産者から著名生産者までのおすすめ５本をセレクトしました。

今回のラインナップ目玉の「サン・ヴェラン」は「上品な花」と呼ばれており、
同じマコネ地区で名高い「プイィ・フュィッセ」と姉妹関係にあります。

この地区はシャルドネの故郷とも言われており、高品質なシャルドネが生産されています。
白い花の香りが広がる柔らかな果実味が特徴の白ワインです。「マコン・ヴィラージュ」の爽やかでフレッシュな味わいとの飲み比べをお愉し

みください。
生産者のラインナップは、マコンの第一人者のとして、他の著名生産者からも信頼を得る＜ドメーヌ・メールラン＞、

1859年から続く老舗ブルゴーニュの巨匠「ルイ・ジャド」、3つ星レストランをはじめ世界で愛される＜メゾン・ジョゼフ・ドルーアン＞、
ボジョレやマコネ地区で1629年頃より知られている古い家系の栽培家＜オヴィッグ＞、ブルゴーニュで1、2の歴史を誇る＜シャンソン ＞で

す。
プルミエ・クリュ格付けも新たに認定され、今こぞって生産者が畑を持ちたがる話題のマコネ地区、ブルゴーニュ南エリアのミネラルと果実味

豊かな味わいをお愉しみください。

商品名

サン・ヴェラン

化学肥料・除草剤を一切使用しない、今最も注目の自然派ドメーヌ。有名レストランでもオンリストされる実力派！
白い花束の香り。蜜のような甘みと優しく広がる果実味。酸に丸みがあり心地よい余韻が続く。

マコン・ヴィラージュ

ルイ・ジャドのマコン・ヴィラージュの畑はマコネ地区で高品質なワインを生産することで有名な村のヴィレ（Ｖｉｒｅ）とリュニー（Ｒｕｇｎｙ）の村の近郊に位置します。
発酵はステンレスタンクで行います。辛口で飲みやすく、花の香りがほのかに感じられるフルーティなワインです。軽く冷やしてお楽しみください。

マコン・ヴィラージュ

マコネーを拠点とし、世界中で愛飲されている生産者。樽不使用で石灰質土壌のシャルドネらしいピュアな印象。
下草やヘーゼルナッツのニュアンス、丸みがあり、ほのかにバターのような風味を持つ。

マコン・ヴィラージュ

透き通るような明るい色合いにフラワー、フルーツの香りが感じられます。ミディアムボディにすっきりとした酸味、キリッとした口当たりと心地よいフィニッシュを楽しめます。

マコン・ヴィラージュ

淡いレモンイエローから、フレッシュな花の香りの中に ミネラル香が心地良く感じられます。とてもフレッシュで、味わいが深く口中ではバランスがよく、ミネラル感のある辛口です。



国 地域 生産者名 味わい セパージュ 画像 国 地域 生産者名 味わい セパージュ 画像

フランス プロヴァンス
ヴィニョブルエコンパ

ニ
ミディアムボディ グルナッシュ、サンソ― フランス ボルドー

シャトー　ダル
ザック　ロゼ

ミディアムボディ メルロー

フランス コートデュローヌ
ヴィニョブルエコンパ

ニ
ミディアムボディ

シラー、グルナッシュ、
サンソ―

フランス
ベルジュラッ

ク

シャトー　レ
オード　ベルナッ

ク　ロゼ
ミディアムボディ

カベルネソーヴィニヨ
ン

フランス
コスティエールド

ニーム
ヴィニョブルエコンパ

ニ
ミディアムボディ

シラー70％、グルナッ
シュ30％

フランス
ヴァンドフラ

ンス
ヴィニョブルエコ

ンパニ
ミディアムボディ グルナッシュ

フランス ペリゴール クルールダキテーヌ ミディアムボディ カベルネソーヴィニヨン フランス ヴァントゥ マレノン ミディアムボディ
グルナッシュ90%、

シラー10%

フランス
IGPアトラン

ティック
ジネステ ミディアムボディ

カベルネソーヴィニヨ
ン、カベルネフラン

フランス IGPメディテラネ マレノン ミディアムボディ
グルナッシュ60％、メ
ルロー20％、シラー

20％

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

ロゼフィーヌ　ロゼ2019

かがやきのあるサーモンピンク、小粒の赤果実の香りと、グレープフルーツなどのシトラス系の香りが自然にミックスされた若々しい香り

マンボー　ロゼ-

サーモンのハイライトと美しい光沢のあるピンク色、 赤い果実が優勢な生き生きとしたフレッシュなノーズ、 グーズベリーのノートが特徴のバランスの取れ
たロゼ。

食前酒として、または夏の食事の伴奏として理想的です。ボルドー地方の美しい場所、アルカションのシンボルであるカップフェレ灯台に触発されてつくらま
した。隣接する細長い砂浜の海岸線、その味わいは、大西洋のテロワールを表現しています。

ペリゴール　ロゼ- ロザス　ロゼ

ベリーのようなピンク色、溌剌とした酸味を感じさせつつ、なめらかでソフトな印象の味わい。 魅惑的な淡いピンク色、 赤い果実の繊細なノーズ、フランク攻撃とそれに続くカリカリの物質。余韻の長い上質なアロマフィニッシュ。

シャトーデソス　ロゼ- ヴォワチュレット　グルナッシュ　ロゼ

ホワイトピーチやシトラスの香り 輝きのあるピンク色、力強い果実のアロマ、白い花やピーチの香り

バラ色の輝きを持つサーモンピンク、イチゴの香り、ラズベリー、スグリの香り、フレッシュで、赤い果実のアロマと丁度良い長さの余韻。

シャトーデヴィレシェ　ロゼ- シャトー　レ　オード　ベルナック　ロゼ

淡いピンク色、 新鮮な果物の香り

鮮やかなピンクの美しい色、とても心地よいフルーティーさと興味深いフレッシュさを備えたドライロゼ、キャンディーのヒント。夏の料理、特
に生野菜、ハム、メロン、またはグリルした肉とよく合います。

提供場所：8〜10°Cで冷やして提供するワイン。 ただし、過度の寒さはフルーティーでフローラルなアロマを味わうことができませんのでご注
意ください。

2022年　夏のリカーセレクション

No.084　フランス辛口ロゼワイン10本セット

プロヴァンスロゼも入った、フランス産辛口ロゼワインのセットです。
人気のプロヴァンスワインに、ローヌ地方産ワイン、南フランス産ワイン、

南西地方産ワイン、ボルドー地方産ワインが加わり、10種類の味わいを楽しめます。
ベリー系の香りが主体のロゼが多いですが、なかには白ワインのように柑橘系の香り主体のロゼもあり一本一本の個性をお楽しみください。

商品名 商品名

ロックダジュール　ロゼ- シャトー　ダルザック　ロゼ

ややオレンジがかったサーモンピンク、白いはなやピーチ、フェンネルのようなスパイシーな香り



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

ドイツ モーゼル
ザンクトニコラウ
ス・ワインクラブ

中辛口 リースリング

ドイツ ファルツ
ヘレンベルク・ホー

ニッヒゼッケル
辛口 リースリング

ドイツ ファルツ
デア・クライネ・フ

リッツ 中辛口 リースリング

ドイツ ファルツ ゲルト・ステップ 辛口 リースリング

ドイツ モーゼル
ローゼン・ブラザー

ズ
辛口 リースリング

ドイツ モーゼル シュロス・アラス 辛口 リースリング

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

ラビット　リースリング　ゼクト　ブリュット

贅沢にリースリングを単一使用、とてもフレッシュでエチケットのウサギのように軽やか。リースリングならではのチャーミングな果実味。キーワードは「ラビット ブリュット ぐ
びっと！」タンク内二次発酵。【白泡・辛口】

ステップ　リースリング

【三越伊勢丹限定】デカンター誌のテイスターを務めるなど、国際的な活躍を見せるゲルト・ステップの醸す、リカーセレクションオリジナルリースリング。全て手摘みにて収穫時に
は腐敗菌や貴腐菌が付着した粒は全て取り除かれます。その分非常にピュアな土壌のミネラル感がしっかりと感じられる味わいとなります。【辛口】

ドクターＬ　リースリング　ドライ

レモンのような果実味を持つフレッシュ＆フルーティなドライリースリング。粘板岩土壌由来のミネラル分とモーセルリースリング特有のエレガントさを十分に感じることができる。
【白・辛口】

ウングシュタイナー　ヘレンベルク　リースリング　カビネット　トロッケン

ステンレスタンクでの熟成。ワイナリーの看板品種であり、ファルツの典型的なスタイルを目指して造られたリースリング。夏ミカンのような少し熟した厚みのある果実味と、爽やか
な酸。モーゼルとは違ったニュアンスを持つ。【白・辛口】

デア・クライネ・フリッツ　リースリング

待望の限定入荷！主にグランクリュ“ラインスヴァイラー・ゾンネンベルク”の葡萄を使用。パイナップルを中心とした南国系果実の旨みがぎっしりと詰まっており、口に含んだ瞬間
からジューシーな果実感が広がり、丸みのある酸がほどよく全体の印象を引き締めてくれています。【白・やや辛口】

2022年　夏のリカーセレクション

No.85　リースリング王子　山野高弘氏のおススメ！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夏こそ
リースリング！ドイツ辛口リースリング白・スパークリングワイン６本セット

リースリング王子こと山野高弘氏が厳選した、白ワインの女王・リースリングの飲みくらべセット。 リースリン
グの母国ドイツから、リカーセレクション限定のリースリングも入った、スペシャルな6本をセレクトしました。

リースリングのエレガントで、幅広い魅力がご堪能いただけます。リースリングのキリリとした酸味は夏にも
ピッタリ、冷やして爽やかにお楽しみください。

商品名

ミケ　リースリング

中部モーゼルの銘醸地ケステン村のリースリングを使用。ステンレスタンクにて低温発酵、熟成。香りは華やかに立ち上がり、全体的にフレッシュで爽やかな印象。1本ごとの売り上
げから22円、動物愛護協会に寄付。【白・やや辛口】



国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像 国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

フランス ブルゴーニュ
ジャン・クロード・

ボワセ
2019 辛口 シャルドネ イタリア シチリア

カンティネ・ピロー
ヴァノ

ＭＶ 辛口 シャルドネ

フランス
ラングドックルー

ション
バデ・クレマン 2019 辛口 シャルドネ チリ

セントラル
ヴァレー

VDA(ボデガス　ヴィ
ニェドス　デ　アギー

レ)
2019 辛口 シャルドネ

フランス ロワール
マルキ・ド・グー

レーヌ
2019 辛口 シャルドネ チリ

アコンカグア
ヴァレー

ＶＳＥ ＮＶ 辛口 シャルドネ

フランス
ラングドックルー

ション
ＬＧＩ ＮＶ 辛口 シャルドネ アルゼンチン メンドーサ州 サンタ・アナ 2019 辛口 シャルドネ

フランス
ラングドックルー

ション
ＬＧＩ ＮＶ 辛口 シャルドネ

オーストラリ
ア

ヴィクトリア
カラブリア·ファミ

リー・ワインズ
2020 辛口 シャルドネ

イタリア
トレンティーノ=
アルト・アディ

ジェ州
メッツァコロナ 2019 辛口 シャルドネ アメリカ カリフォルニア コースタルリッジ ＮＶ 辛口 シャルドネ

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

メッツァコロナ プレステージ シャルドネ コースタルリッジ　シャルドネ

桃、ネクタリン、ナシなどの黄色系果実の香りに、わずかにスパイスのニュアンスもあります。
イタリア北部のシャルドネとは思えない程の豊かな果実味と、寒暖差から生み出されるきれいな酸味のバランスが絶妙です。

豊潤な味わいでバターやスパイスのアクセントと香ばしさを感じる、ふくよかな味わいの白ワイン。

マノワール・グリニョン シャルドネ ディーキン・エステート シャルドネ

ボリューム感もあり酸も豊かで厚味も感じられる、バランスの良いフルーティ＆リッチなワインです。
明るめの黄色。白桃、リンゴ、ライムなどの果実のアロマに満ち、微かに感じられる樽からのニュアンスとよく調和しています。口に含むと豊かな果実味が

口中いっぱいに広がり、熟した果実のリッチさと滑らかさが魅力の味わいです。

エスカル　シャルドネ サンタ・アナ レゼルヴ シャルドネ

豊かな果実味に穏やかな酸味が溶け込み、余韻に続く苦味が特徴のバランスの取れた味わい。
透き通った緑がかった黄金色の色調。トロピカルフルーツとバニラ香による絶妙なバランス、エレガントで複雑さがある。後味には豊かな質感とフレッシュ

感、そしてさわやかな味わい。

マルキ ド グーレーヌ シャルドネ VSE　クラシック　シャルドネ

澄んだ輝きのある色調で、柑橘類やエキゾチックな果実のフレッシュなアロマが香ります。
柔らかく丸みを帯びたフレッシュな味わいが特徴で

全体的にバランスがよく後味はとてもフルーティです。
フレッシュでボリュームのある飲み口で、トロピカルフルーツの新鮮な味わいが口いっぱいに広がる。

活き活きとした酸と心地良いコクが楽しめる、イタリア･シチリア産のシャルドネ。

レ・ジャメル シャルドネ ＳＣ カマレロ シャルドネ ＮＥＷ

ゴージャスで透明感のある黄金色。アプリコットと洋ナシの香り、ヘーゼルナッツと白い花の香り、そしてわずかにバターのような後味を放ちます。オー
クは、砂糖漬けの栗、タフィー、プラリネのノートによって微妙に表現され、レモンのニュアンスに支えられています。口に含むと、心地よいミネラル感

があり長い余韻を感じられる複雑でバランスの取れたワインです。

輝くようなゴールドイエロー。トロピカルフルーツのフレッシュな味わいがあり、みずみずしいソフトな口当たりでリッチな味わいが心地よく飲み飽きない
味わい.

2022年　夏のリカーセレクション

No.０８６　世界のシャルドネ飲み比べ１２本セット

高級品種としても知られるシャルドネ。フランス、イタリア、チリ、アルゼンチン、オーストラリア、アメリカから12本のシャルドネをご用意しました。世界の銘醸地で造られるその味わいの違いを存分にご堪能いただける大満
足のセットです。

商品名 商品名

ジャン・クロード・ボワセ ブルゴーニュ シャルドネ ヴィッラ・マシェッティ シャルドネ

黄金の輝きに黄色の外観。香りはしっかりと感じられ、白い花やアーモンドのアロマに若干バターのニュアンスも感じる。口当たりはまろやか、果実感と
しっかりとした酸の感じられる、非常にバランスの良い魅力的なワインです。



 

国 地域 生産者名 味わい セパージュ 画像

オーストラリア
サウス・

オーストラリア
ショウ・アンド・

スミス
辛口

ソーヴィニヨン・ブラン
１００％

スペイン
カスティーリャ・

ラ・マンチャ
ドミニオ・デ・
プンクトゥン

辛口
ソーヴィニヨン・ブラン

１００％

チリ セントラル・ヴァレー
ビーニャ・

デル・ペドリガル
辛口

ソーヴィニヨン・ブラン
１００％

ニュージーランド サウス・アイランド ボートシェッド・ベイ 辛口
ソーヴィニヨン・ブラン

１００％

フランス ロワール
ドメーヌ・

ミッシェル・トマ
辛口

ソーヴィニヨン・ブラン
１００％

ギリシャ ノーザン・グリース キリ・ヤーニ 辛口
ソーヴィニヨン・ブラン

１００％

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

キリヤーニ　サマロペトラ　ソーヴィニヨン・ブラン

キウイやパッションフルーツなど鮮烈なアロマが特徴的な白ワイン。柑橘果実の爽やかな印象で、口当たりはいきいきとした酸と熟した果実の丸みを持ち合わせた心地よい味わいです。

ボートシェッド・ベイ　マールボロ　ソーヴィニヨン・ブラン

鮮度の良いグレープフルーツや八朔、白い花、若芝のアロマを持ち、軽快な酸が魅力のソーヴィニヨン・ブランです。クランチーで爽快な口当たりは喉を潤し、心地よい後味が長く残ります。

サンセール　白

自然を大切にした栽培とワイン造りを行う家族経営の生産者。キウイや柑橘系果実の爽快でフレッシュ感溢れる香りが心地よく、キリっとした酸が全体を引き締めています。

パブロ・クラロ　ソーヴィニヨン・ブラン

ラ・マンチャ地方で初のビオディナミ認証ワイン。標高750メートルの高地で最適な畑を選んで栽培したブドウは品質が高く、ワインには柑橘類のフレッシュさとバランスの良さがありま
す。

デル・スール　ソーヴィニヨン・ブラン　レセルバ

ハーブ香が随所に現れる清々しい香りの白ワイン。ハラペーニョやレモンの花のような香りも持ちます。クリスピーな口当たりでジューシーな柑橘果実のフレーバーが魅力の1本です。

2022年　夏のリカーセレクション

No.087　世界のソーヴィニヨン・ブラン飲み比べ白ワイン6本セット

フランス、スペイン、ギリシャ、オーストラリア、ニュージーランド、チリ、という6カ国のソーヴィニヨン・ブランを集めました。ソーヴィニヨ
ン・ブランといえば、爽やかなハーブや青草のアロマに、柑橘系のフレッシュな味わいをイメージされる方が多いかと思います。もちろんそのイ

メージ通りではありますが、それぞれの国によって微妙にニュアンスが異なります。ハーブ香りが強いもの、青草の香りが強いもの、果実の香りが
強いもの。同じ柑橘系でも、レモン、グレープフルーツ、オレンジなど、異なる味わいを感じることができます。これからの暑い時期には、スッキ

リ辛口のソーヴィニヨン・ブランをキリッと冷やして乗り越えてはいかがでしょうか。

商品名

ソーヴィニヨン・ブラン

アデレード・ヒルズで手摘み収穫される豪州を代表するソーヴィニヨン。ピンク・グレープフルーツを想わせるフレッシュで丸みのある果実味とクリスピーな酸の調和が見事な白ワインです。



国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像 国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

フランス ブルゴーニュ
ジャン・クロー

ド・ボワセ
ＮＶ ミディアムボディ ピノ・ノワール ハンガリー トーレイ 2019 ライトボディ ピノノワール

フランス
ラングドック
ルーション

バデ・クレマン 2019 ミディアムボディ ピノ・ノワール チリ
アコンカグア

ヴァレー
ＶＳＥ ＮＶ ライトボディ ピノノワール

フランス ロワール
マルキ・ド・グー

レーヌ
2019 ミディアムボディ ピノ・ノワール 南アフリカ 西ケープ オーバーヘックス ＮＶ ライトボディ ピノノワール

アメリカ カリフォルニア Ｅ＆Ｊガロ 2019 ミディアムボディ
ピノ・ノワール主

体
オーストラ

リア
ヴィクトリア

カラブリア·ファミ
リー・ワインズ

2019 ミディアムボディ
ピノノワール９

８％、他品種２％

アメリカ カリフォルニア コースタルリッジ ＮＶ ライトボディ ピノ・ノワール アメリカ
カリフォルニ

ア
シーリッジ ＮＶ ライトボディ ピノ・ノワール

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

コースタルリッジ　ピノ・ノワール シーリッジ　ピノ・ノワール

熟した赤系果実の味わいにスパイス、心地よい酸味の余韻を持つバランスの取れた赤ワイン。 程よく熟れた果実の印象。余韻に心地良い酸味とタンニンが続く、親しみやすい味わい。

ティズデイル ピノ・ノワール ディーキン・エステート　ピノ・ノワール

チェリーやプラムなどの赤い果実の風味が豊かなフレッシュなワイン。ミディアムな飲み口で柔らかいタンニンがあり、微かにスパイスのニュアンスをお楽し
み頂けるピノ・ノワールです。

フルーティで口当たりのよいワイン。明るく透明感のあるバイオレットの外観、ほんのわずかな土の香りをまとうストロベリーやラズベリー系の果実味溢れる
香り、ブドウの名前から繊細さを感じますが、繊細さを奥に秘めながら、しっかりした味わいに仕上がっています。

マルキ ド グーレーヌ ピノ・ノワール
バランス　ワインメーカーズ・セレクション　ピノ・

ノワール

濃いルビーで、赤い果実やフルーツ、スパイスの香りが混じり合いった香りが広がります。
非常にスムースです、アタックは強く、スパイシーさも感じられます。余韻は長く、フルーティさが感じられます。

味わいはストロベリー、甘味のある赤いフルーツ、スパイス。余韻には、ほのかなタンニンの苦味が心地よい1本。

クラシックタイプのピノノワールで、このブドウの特徴であるレンガ色の緑、獣/腐葉土の香りがあります。とてもドライな風味ですが、厚みのある味わいは、
フランスの伝統的産地のものと比較しても引けを取りません。安価にクラシックスタイルの美味しいピノノワールを楽しみたい方へおすすめのワインです。

レ・ジャメル ピノ・ノワール ＳＣ ファミリー・リゼルヴ　ピノ・ノワール

美しいルビー色を基調とし、ベリーの香り、フローラルなノート、オークとバニラの繊細なヒントを示しており、ゴージャスな複雑さを感じられます。長くて
リッチな、砕いた赤いフルーツ（ラズベリー、チェリー）とジャミープラムのフレーバーが丸みのあるタンニンによってサポートされています。

ダークチェリーなどの熟した赤系果実のフルーティーな香りが溢れる。
チャーミングな酸とスパイスの余韻を持つ、冷涼気候の特性を感じる赤ワイン。

2022年　夏のリカーセレクション

No.０８８　世界のピノノワール飲むくらべ赤ワイン１０本セット

エレガントでチャーミングな味わいが世界を魅了する、ピノ・ノワール好き垂涎のワインセットです。フランス、南アフリカ、アメリカ、ハンガリー、オーストラリア、チリから集めた１０種類のピノ・ノワールをご堪能ください。

商品名 商品名

ジャン・クロード・ボワセ ブルゴーニュ ピノ・ノ
ワール

タリスマン　ピノノワール

輝きのあるルビーのような深い赤色の色調。開いた香り、赤果実やスパイスを思わせます。非常に複雑だがなめらかなタンニンがあり、テロワールを感じるす
ばらしい余韻が続くワインです。



国 地域 生産者名 味わい セパージュ 画像 国 地域 生産者名 味わい セパージュ 画像

南アフリカ ウエスタン・ケープ ブティノ 辛口
シュナン・ブラン

１００％
チリ

セントラル・ヴァ
レー

ビーニャ・
デル・ペドリガル

辛口
ソーヴィニヨン・ブラ

ン
１００％

オーストラリア
サウス・

オーストラリア

リンカーン・エステ
イト・

ワインスﾞ
辛口 シャルドネ　１００％ スペイン

カスティーリャ・
ラ・マンチャ

レアル・コンパニー
ア

・デ・ビノス
辛口 マカベオ　１００％

ルーマニア ムンテニア
ヴィル・ブドゥレア

スカ
辛口

シャルドネ ３４％／
ソーヴィニヨン・ブラン

３３％／
ピノ・グリ ３３％

フランス
ラングドック＆

ルーシヨン
ドメーヌ・

ポール・マス
中辛口 マルサンヌ　１００％

ポルトガル ミーニョ
キンタス・デ・カイ

ズ
辛口

アヴェッソ　４０％／
ロウレイロ　３０％／

トラジャドゥーラ　３０％
イタリア ヴェネト

カーサ・ヴィニコ
ラ・

サルトーリ
辛口

ガルガネーガ／
トレッビアーノ

ハンガリー トカイ シャトー・デレスラ 辛口
フルミント　８７％／

シャルガ・ムシュコタイ
１３％

ニュージーラン
ド

-
ボートシェッド・ベ

イ
辛口 ピノ・グリ　１００％

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

ボートシェッド・ベイ　ピノ・グリ

洋ナシや熟した種子果実のアロマ、白い花の蜜、白胡椒のような仄かなスパイス香を持ちます。ボリュームのある口当たりでリンゴの蜜や蜂蜜を想わせ、
ジューシー且つ酸高いワインです。

トカイ　フルミント　ドライ

ハンガリーの代表的品種「フルミント」から造られる、すっきりとドライな辛口白ワイン。きれいな酸と柔らかな口当たり、奥深い果実味が魅力。

エンコスタス・デ・カイズ
グランデ・エスコーリャ　ヴィーニョ・ヴェルデ

ヴィッラ・ムーラ　ソアーヴェ

ポルトガル北部ミーニョ地方のヴィーニョ・ヴェルデ。シトラスを想わせる繊細なアロマを感じ、いきいきとした酸に心地よい微発泡感を伴う、爽やかでフ
レッシュな白ワイン。

水の都「ヴェネツィア」を州都に持つヴェネト州産の代表的な白ワインです。新鮮で爽やかな風味が心地良い辛口で、パスタや魚料理との相性は最高で
す。よく冷やしてお楽しみ下さい。

プレミアム　フュメ コーテ・マス　マルサンヌ

カリンやトロピカル・フルーツの果実味にオーク樽の繊細なタッチ。パッションフルーツのクリーミーなニュアンスに凝縮感のあるバランスの取れた味わい。
長い余韻が楽しめます。

華やかな印象を持つマルサンヌ主体の白ワイン。白い花、なし、メロンなどの香りとまろやかで程よい酸味はシーフードやレモンを絞ったサラダなどに良
く合います。

グレープフルーツやオレンジの新鮮なアロマとハーブやアスパラガスを想わせる複雑な香りが美しいハーモニーを奏でます。クリスピーな酸が爽快感を与
えてくれる爽やかな白ワインです。

リンカーン・エステイト シャルドネ レアレス・ビニェードス　白

新鮮な柑橘果実のアロマにハーブ香とミネラル感。ふくらみもあり全ての要素がバランスよくまとまった上質なシャルドネです。 お手ごろ価格でお勧めのスペインの白。マカベオ由来のフレッシュな酸が特徴で、味わいはまろやか。食事にもとてもよく合います。

2022年　夏のリカーセレクション

No.089　世界の辛口白ワイン10カ国10本セット

世界10カ国から、夏にピッタリの辛口白ワインを集めました。全ての商品が単一品種で造られているものではございませんが、ほとんどのワインで品種の被りがございません。それぞれの国の特徴や、品種ごとの特徴を飲み比べてお愉
しみ頂けます。オーク樽を使ってコクを出しているものは、豚肉や鶏肉などのお肉料理と合わせてお楽しみ下さい。お肉の脂とワインのコク・酸味が非常によく合います。樽を使っていないフレッシュなタイプにつきましては、サラダや

魚料理、サラミなどの軽い前菜とお楽しみ下さい。

商品名 商品名

ケープ・ハイツ　シュナン・ブラン デル・スール　ソーヴィニヨン・ブラン

焼きリンゴやフレッシュな柑橘類のアロマを持ち、柔らかな口当たりにシャキッとした酸味が心地良い辛口ワインです。
シュールリーでの熟成がワインに重みと個性を与えてくれています。



国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像 国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

フランス ボルドー フルボディ
カベルネソーヴィニョ

ン
メルロ

ポルトガル リスボン
ヴィディガル・ワイ

ンズ
フルボディ

トゥーリガ・ナショナ
ル100 %

イタリア カンパーニャ
カンティーナ ディ

トゥーフォ
ミディアムボディ アリアニコ チリ

マウルヴァ
レー

ヴァッレ・フリオ フルボディ カルメネール

スペイン ぺネデス トーレス フルボディ
カリニャン、ガルナッ

チャティンタ
アルゼンチン メンドーサ テラザス フルボディ マルヴェック

ハンガリー ファビュラス　アント ミディアムボディ ピノノワール アメリカ
カリフォルニ

ア
グランシェ　ド　フ

ランス
フルボディ ジンファンデル

オーストリア
ニーダーエスタ

ライヒ
ヴィンツァー・クレム

ス
フルボディ

ツヴァイゲルト100
%

オーストラリ
ア

グランシェ　ド　フ
ランス

フルボディ シラーズ

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

クラシック ブラウアー・ツヴァイゲルト クワイエット　ライフ　シラーズ

ブラックチェリーやラズベリー、プラムなどの果実の香りに、白コショウのスパイシーさとハーブのニュアンスがほのかに感じられる。ジューシーなミディアムボディの
辛口。赤黒系果実の果実味と爽やかな酸を感じ、ジューシーに楽しめる。タンニンは穏やかで口当たりは滑らかだが、余韻につれて厚みを与えている。

黒みがかったガーネット色。カシス、ブラックベリーなどの香りと滑らかでしなやか、シルキーな舌触り。牛肉のステーキやすき焼きなどとの相性がぴったりのコスパ
ワインです。

ピノノワール ウエスタン　セラーズ　ジンファンデル

淡く透明感のあるルビーの外観。バラ、イチゴ、ラベルのレッドチェリーのアロマが強く感じれる香り。柔らかなタンニンと酸のバランスが取れており、ハンガリーの冷
涼な気候で育った葡萄のフレッシュな味わいが特徴的なワインです。

ジンファンデルらしい、果実の豊かな香りが第一印象にあります。ブラックベリーやチェリー、ナツメグや黒コショウなどのスパイスの香りと豊かでしなやかなタンニ
ン、心地良い酸が、バランスの取れたワインです。

マスラベル テラザス レゼルヴァ マルベック

トーレス社のスタンダードにして、ベストセラーの商品。ブラックカラントなどの香り、バニラと樽のニュアンス。バランスのとれたミディアムボディの赤ワイン。スペ
イン料理はもちろん、ご家庭でのお料理にもとてもよく合います。テンプラニーリョ85％　カベルネ・ソーヴィニヨン15％

アルゼンチンの高貴な品種マルベックは、フレッシュなスミレのアロマが豊かで、ダークチェリーのコンフィのような凝縮感のある果実味と艶やかなタンニンが特徴的
です。

ボリューム感溢れる香り。瑞々しいブルーベリーやリキュール漬けのダークチェリー、樽由来のチョコレートのニュアンスも感じられる。フルボディの辛口。完熟した
黒系果実の果実味、豊富な酸味、滑らかなタンニンが上手く調和している。

アリアニコ ベネヴェンターノ コルテジア カルメネール

濃厚なルビー色。ブラックカラント、桑、マラスカチェリーの芳香。スミレ、リコリス、セージのニュアンス。完熟した果実の味わい。柔らかなタンニン。サラミ類ヤサ
ルシッチャなどの塩蔵肉、野菜料理や豆のスープ。ソフトタイプのチーズに。

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

2022年　夏のリカーセレクション

No.090　世界周遊10カ国デイリー赤ワイン10本セット

ワイン伝統国のフランスやイタリアを始め、ポルトガルやアメリカ、オーストラリアなど世界10カ国からデイリーで楽しめる赤ワインをご用意いたしました。その土地を代表するブドウを使用し、ヨーロッパを始めとする北半球からオーストラ
リアやアルゼンチンなどの南半球までの全世界の赤ワインをお楽しみください。

商品名 商品名

シャトーロバン レゼルヴァドスアミーゴス　トゥーリガナショナル

黒い熟した果実やスモーキーな香りでフルーティなアロマでチェリーやブラックカラントのアロマが感じられます。アロマティックで長い余韻を楽しめます。牛肉やラム
肉などの赤身のお肉との相性がお勧めです。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

フランス ボルドー
シャトー・ロク・ピュイ

ノルモン
2000 ミディアムボディ

メルロー、カベルネ・
ソーヴィニヨン

フランス ボルドー シャトー・レ・モンドン 2009 ミディアムボディ
メルロー、カベルネ・

ソーヴィニヨン

フランス ボルドー
レジェリィ・デュ・シャ

トーシェロー
2010 フルボディ

メルロー、カベルネ・
ソーヴィニヨン

フランス ボルドー シャトー・ラ・ゴル 2016 フルボディ
メルロー、カベルネ・

ソーヴィニヨン

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

メドック

メドックらしい、しっかりと濃厚な果実味、ブラックベリーやカシスの香りと、豊かな果実味、柔らかいタンニンが力強くありながらエレガントな印象。クリュ・ブルジョア。

ボルドー

2009年優良ビンテージ掘出しボルドー。熟成による柔らかな果実味とふくよかな余韻が愉しめます。

リュサック・サン・テミリオン

2010年優良ビンテージ掘出しボルドー。芳醇なアロマと熟成によるなめらかなタンニン、熟成するほど円みを帯びた豊かな味わいとなります。ブラックベリーやカシスなど凝縮した果実味。銘醸地サ
ン・テミリオンのトップシャトーに酷似した土壌で造られ、完熟果実の溢れる果実味と滑らかでエレガントな飲み心地。リュサックらしいまろやかな旨みが特徴。

2022年　夏のリカーセレクション

No.091　フランスワインの真髄を探索！優良ビンテージボルドー赤ワイン4本セット

入手困難な2000年をはじめ、ボルドー優良年2009年、2010年、2016年を集めた熟成ボルドー4本セットです。いずれも小規模生産者の掘り出し
もの。現地にて優良ビンテージを探し求め、入手できた希少な品々です。熟成ワインの柔らかさ、深みのある味わいと、熟成期間の長さによる味わいの
違いをお愉しみ頂けます。2000年はミレニアム・ビンテージとも呼ばれ、人気の高い優良年。現地でも品薄につき大変希少品です。今回は、右岸の銘
醸地、サン・テ・ミリオンの生産者から2000年ビンテージを入手！2009年、2010年は云わずと知れたグレート・ヴィンテージ。最新年2016年

も、2015年と並び評される良年です。。各ビンテージを飲みくらべる至福の時をお愉しみください。

商品名

モンターニュ・サン・テミリオン

最高良年と評されるミレニアムヴィンテージの掘り出し熟成ボルドー！20年以上の時を経て、まろやかな渋みと深みのある味わい、柔らかい果実感に包まれます。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

フランス シャブリ
ドメーヌ・ドルーアン・

ヴォードン
辛口 シャルドネ

フランス ブルゴーニュ
メゾン・ジョゼフ・ドルー

アン
辛口 シャルドネ

フランス ブルゴーニュ
メゾン・ジョゼフ・ドルー

アン
辛口 シャルドネ

フランス ブルゴーニュ
メゾン・ジョゼフ・ドルー

アン
辛口 シャルドネ

フランス ブルゴーニュ
メゾン・ジョゼフ・ドルー

アン
辛口 シャルドネ

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

リュリー ブラン

美しく輝くホワイトゴールドの色合い、アーモンドや柑橘類のニュアンスにあふれフルーティーなアロマ。 味わいはフレッシュでエレガント。新樽を含むオーク樽での熟成を経て、繊細で
魅力的な余韻が長く続きます。

マコン・ヴィラージュ

透き通るような明るい色合いにフラワー、フルーツの香りが感じられます。
ミディアムボディにすっきりとした酸味、キリッとした口当たりと心地よいフィニッシュを楽しめます。

ブルゴーニュ シャルドネ

すべて手摘みの果実を使用、ブルゴーニュの様々なテロワールの個性がバランスよく味わえます。芳醇な香り、フレッシュな味わいと果実味、
ブルゴーニュのシャルドネの良さを最大限に引き出した一本です。

サン・ロマン

標高400メートルの高地で栽培されるブドウを使用。白い花、熟したプラムやはちみつなどのアロマが広がります。豊かなミネラル感が存分に表現されています。

2022年　夏のリカーセレクション

No.092 <メゾン・ジョゼフ・ドルーアン>ブルゴーニュエリア別白ワイン5本セット

「偉大なるブルゴーニュのテロワールを表現したエレガントな味わい」
メゾン・ジョゼフ・ドルーアンは1880年に古代ローマ要塞の壁の内側に位置する、

ブルゴーニュワインの中心地ボーヌに創立されたワイナリーです。
140年以上もの間、家族経営にこだわり、創業当時から受け継がれるテロワールへの信念を守り、

「エレガンスとバランス」を追求し続けています。
メゾン・ジョゼフ・ドルーアンは、真のブルゴーニュスタイルを貫くワインメーカーとして、

ブルゴーニュの誇りと称されて、世界中で高い人気を博しています。

ブルゴーニュの各エリアのシャルドネの味わいを愉しめるお買い得セットです。
シャブリ：ドルーアン家本来のシャブリらしさを忠実に受け継ぐ、正統派！

ACブルゴーニュ：ブルゴーニュ全域のぶどうを使用、フレッシュな味わいの中の深みを感じられます。
コート・ド・ボーヌ：サン・ロマン、白亜質の泥灰質と粘土質、石灰質の混合土壌でシャルドネの育成には最適の環境です。

コートシャロネーズ：リュリー ブラン、長く続く余韻を心地よく愉しめます。
マコネ：マコン・ヴィラージュ、南のエリア特有の柔らかさとフルーティさを愉しめます。

商品名

シャブリ

ジョゼフ・ドルーアンがより気軽に飲めるシャブリを目指し造った一品。フルーティで心地よい柑橘系の香りに、ミントリーヴやレモングラスを想わせる香り、
バランスが良く、フィニッシュには心地よいミネラルを感じます。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

アメリカ オレゴン シャトービアンカ ミディアムボディ ピノノワール

アメリカ カリフォルニア ジラソーレ ミディアムボディ ピノノワール

アメリカ カリフォルニア ジラソーレ 辛口 シャルドネ

アメリカ カリフォルニア ボナーノ 辛口 シャルドネ

アメリカ カリフォルニア シルバーストーン 辛口 シャルドネ

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

ボナーノ　シャルドネ　ロス・カーネロス　ナパヴァレ

ナパの名門、クロデュバル出身のボナーノ氏がナパヴァレーの上質なブドウをセレクトして造る果実味溢れ綺麗な味わいの高級シャルドネ。

シルバー・ストーン　シャルドネ　カリフォルニア

ソノマの上質なブドウから造る洋ナシのような熟した果実の味わいに程よく効いたオークのニュアンスが重なり長い余韻へと続くシャルドネ。

ジラソーレ　ヴィンヤード　ピノ・ノワール　メンドシーノ　オーガニック

65年以上に渡るオーガニック栽培の先駆者ジラソーレの綺麗な果実味が溢れるフルーツ本来の味わいが心地よいピノノワール。明るいひまわりのラベルがトレードマーク。

ジラソーレ　ヴィンヤード　シャルドネ　メンドシーノ　オーガニック

65年以上に渡るオーガニック栽培の先駆者ジラソーレの熟した果実のアロマ、自然な味わいが心地よいシャルドネ。明るいひまわりのラベルがトレードマーク。

2022年　夏のリカーセレクション

No.093 オレゴン　ピノ・ノワール含む、アメリカシャルドネ＆ピノノワール5本セット

カリフォルニアでも人気の高級ワイン産地、ナパヴァレーの果実味と酸のバランスが絶妙な＜ボナーノ＞のシャルドネ
はワイン誌でも高評価、ソノマの上質なブドウを使い心地よい樽香が魅力の＜シルバーストーン＞のシャルドネ、メン
ドシーノで長年オーガニックワインを造り定評のある＜ジラソーレ＞の完熟したブドウ本来の果実味が溢れるシャルド
ネとピュアで凝縮した味わいのピノ・ノワールに冷涼なオレゴンのウイラメットヴァレで造られたエレガントな＜シャ

トービアンカ＞のピノ・ノワールを合わせた白赤いずれも愉しめる5本セットです。

商品名

シャトービアンカ　ピノノワール　ウィラメット ヴァレ

冷涼なオレゴン、ウィラメットヴァレーのストロベリーのアロマ、味わいが優しく心地よい綺麗な余韻のピノノワール。



国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像 国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

フランス ボルドー フルボディ
カベルネ・ソーヴィニヨ
ン50％、メルロー50％

スペイン ビエルソ クネ フルボディ メンシア100%

フランス 南西地方
ドメーヌ・アラン・

ブリュモン
フルボディ

タナ60%、カベルネ・
ソーヴィニヨン20%、カ

ベルネ・フラン20%
アルゼンチン メンドーサ アルジェント フルボディ マルベック100%

フランス ラングドック ラ・クロワザード フルボディ カリニャン100% チリ
コルチャグアバ

レー
ウンドラーガ フルボディ

カベルネ・ソーヴィニ
ヨン100%

イタリア ヴェネト ナターレ・ヴェルガ フルボディ
コルヴィーナ60%、メル

ロー40%
オーストラリ

ア

サウス・イースタ
ン・オーストラリ

ア
イディルワイン フルボディ シラーズ100%

イタリア プーリア トゥルッリ フルボディ
プリミティーヴォ

100%
南アフリカ

ウェスタン・ケー
プ

ワイルドハウス フルボディ ピノタージュ100%

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

プリミティーヴォ サレント ピノタージュ

黒系果実のボリュームのあるアロマ、南イタリアらしい旨味たっぷりの果実味、タンニンも良く熟しており、長い余韻へいざないます。
深みのあるルビー色。赤や黒い果実のニュアンス。

柔らかい酸味と、シルキーなタンニンがエレガントな味わいを形成しています。

ラブ ロッソ IGT ヴェネト ウィスパーズ シラーズ

芳醇な赤いチェリーやプラムの果実味と、柔らかなタンニンのバランスが程よく、ほんのりとカカオが香る愛らしい味わいです。
紫がかった深いルビー色。ブルーベリー、クローブなどの柔らかい甘みを伴ったブラックベリーのあふれる果実味と

ミントのようなさわやかさが程よく感じられます。

レゼルヴ カリニャン ヴィエイユ・ヴィーニュ アリウェン レセルバ カベルネ・ソーヴィニヨン

明るいチェリーレッド、バニラ丸みのある芳醇な果実味、ソフトでなめらかな口あたりの良い味わいです。 豊かな果実味に、フレッシュかつ心地よい酸味が広がり、非常にバランスの良い仕上がりです。口当たりはソフトで、しっかりとした余韻が長く続きます。

フレッシュさのある旨味と柔らかいタンニンがあり、長い余韻が楽しめます。スペインで注目されている品種、メンシア100%です。

マリアンヌ・ルージュ マルベック

酸をしっかり感じられるフレッシュな味わいに、アルコール感が厚みを与えます。ブレンドによる複雑さも楽しめる味わいです。 樽熟成由来のチョコレートやヴァニラのニュアンスも感じます。完熟の舌触りの良いタンニンと共に、長い余韻が楽しめます。

2022年　夏のリカーセレクション

No.094 冷やして美味しい 世界の濃厚赤ワイン10本セット

世界のワイン産地より、人気の高い「濃厚」赤ワインを集めてお買い得な10本セットにしました。
暑い夏にはきっちり冷やしていただいても美味しく飲める赤ワインです。

＜フランス＞
①正統派ボルドー、カベルネ・ソーヴィニヨンとメルローのブレンド。豊かなベリー系果実の味わいとしっかりした骨格を持ちます。

②南西地方の人気生産者ドメーヌ・アラン・ブリュモンのカジュアルワイン、「タンニン」の語源となった“タナ”とカベルネ・ソーヴィニヨンのブレンドの濃厚な味わいです。
③「ラ・クロワザード」平均樹齢40年を超える“カリニャン”100%の濃厚赤ワイン、オーク樽熟成由来のバニラ香を始め、複雑な味わいを愉しめます。

＜イタリア＞
④ヴェネト州を象徴する“コルヴィーナ”のブレンドワイン、ハートラベルの可愛い見た目とは裏腹の凝縮したしっかりとした味わいです。

⑤南イタリアの太陽をたくさん浴びて育った“プリミティーヴォ”100%の人気ワイン、たっぷりとした果実の旨味をお愉しみいただけます。
＜スペイン＞

⑥近年人気の高まったぶどう品種“メンシア”を100%使用した赤ワインです。フレッシュさも持つ旨味と柔らかいタンニンがあり、長い余韻が愉しめます。
＜アルゼンチン＞

⑦アルゼンチンを代表するブドウ品種、熟成感たっぷりの“マルベック”は、お肉料理と相性バッチリ！です。
＜チリ＞

⑧品種の個性とテロワールをありのままに表現したアリウェンシリーズの“カベルネ・ソーヴィニヨン”果実のボリューム感に樽のニュアンスがアクセントになっています。
＜オーストラリア＞

⑨産地を代表するブドウ品種“シラーズ”100%のカジュアルワイン、完熟した果実味を存分に味わえる濃厚ワインです。
＜南アフリカ＞

⑩土着品種“ピノタージュ” はピノ・ノワールとサンソ―の交配品種、ピノ・ノワール由来のエレガントさとサンソ―由来の力強さをお愉しみください。

商品名 商品名

シャトー ショービネ ボルドー ルージュ エル・カミーノ ビエルソ メンシア ホーベン

赤い果実系のアロマの中にスパイスのニュアンス、豊かなベリー系果実の味わい。
しっかりとした骨格を持ち心地よい余韻が続きます。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

イタリア ヴェネト
カンティーナ・ヴァル
ポリチェッラ・ネグラ

ル
フルボディ

コルヴィーナ 65%、 コルヴィ
ノーネ 15%、 ロンディネッラ

15%、 その他 5%

イタリア ロンバルディア
カッシーナ・レ・プレ

ゼーリエ
ミディアムボディ メルロー100%

イタリア トスカーナ チェルバイエ ミディアムボディ
サンジョヴェーゼ・グロッソ

100%

イタリア シチリア
アレッサンドロ・

ディ・カンポレアーレ
フルボディ ネロ・ダーヴォラ100%

イタリア ロンバルディア
ポデーリ・ディ・サ

ン・ピエトロ
辛口

シャルドネ65%、コルテーゼ
20%、トレッビアーノ15%

イタリア トスカーナ ラヴァッツィ 辛口
マルヴァジア・デル・キアン

ティ、トレッビアーノ

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

ポッジョ・ドーロ

キアンティの生産者が造る辛口白ワイン。フローラルで柑橘やハーブのフレッシュな味わい。ラベルは地域の象徴の糸杉。

ドンナータ　ネロ・ダーヴォラ

シチリアを代表する土着品種ネロ・ダーヴォラの赤ワイン。赤いベリー、カカオやナツメグのスパイシーなニュアンス。若手醸造家の意欲作で、木樽熟成は一部のため濃厚過ぎず、飲み応えがありながら
上品さも兼ね備える1本。

モローサ　コッリーナ・デル・ミラネーゼ

ミラノの近郊という珍しい産地の白ワイン。ややとろみがあり、青りんごのような香り。 樽香はボリュームを持たせる程度なので目立ちませんが、 酸とミネラルのバランスが良く、清涼感と厚みがあり
ます。

クンダリーニ

レモン水で収穫後の葡萄を洗浄するという珍しい製法で造られるメルロー。雑味がそぎ落とされることによって、メルローとは思えない透明感と柔らかさ、タンニンの滑らかさ。熟した赤ブドウそのもの
を皮ごと頬張るかのようなピュアな味わい。

ロッソ・ディ・モンタルチーノ

トスカーナの人気銘醸地モンタルチーノ村の赤ワイン。高級ワインの代名詞ブルネッロのセカンドワイン。熟成期間が木樽1年、瓶熟1年と短めなため、透明度が高く非常にエレガント。濃さよりも旨味を
感じさせます。

2022年　夏のリカーセレクション

No.095　イタリアオトコ林修氏セレクト　アマローネ入り夏のイタリア赤・白ワイン6本セット

イタリアワイン専門のインポーター「グラン・サム」の代表林修氏が選ぶ、夏に愉しみたいワインセット。初登場のアマローネや、王道のモンタルチーノ、レモン水で
葡萄を洗浄するメルロー、爽快な白ワインなど、各地の生産者の個性が光るワインをセレクトしました。

モンティゴーリ　アマローネ・デッラ・ヴァルポリチェッラは、陰干し葡萄から造る辛口赤ワイン。『ロミオとジュリエット』の舞台となったヴェローナ近郊で造られ
るイタリアを代表する高級赤ワインで、レーズンのような凝縮度の高さ、しっかりとしたタンニンで重厚感ある味わい。

クンダリーニは、レモン水で収穫後の葡萄を洗浄するという珍しい製法で造られるメルロー。雑味がそぎ落とされることによって、メルローとは思えない透明感と柔ら
かさ、タンニンの滑らかさ。熟した赤ブドウそのものを皮ごと頬張るかのようなピュアな味わい。

ロッソ・ディ・モンタルチーノは、トスカーナの人気銘醸地モンタルチーノ村の赤ワイン。高級ワインの代名詞ブルネッロのセカンドワイン。熟成期間が木樽1年、瓶熟
1年と短めなため、透明度が高く非常にエレガント。濃さよりも旨味を感じさせます。

ドンナータ　ネロ・ダーヴォラは、シチリアを代表する土着品種ネロ・ダーヴォラの赤ワイン。赤いベリー、カカオやナツメグのスパイシーなニュアンス。若手醸造家
の意欲作で、木樽熟成は一部のため濃厚過ぎず、飲み応えがありながら上品さも兼ね備える1本。

モローサ　コッリーナ・デル・ミラネーゼは、ミラノの近郊という珍しい産地の白ワイン。ややとろみがあり、青りんごのような香り。 樽香はボリュームを持たせる程
度なので目立ちませんが、 酸とミネラルのバランスが良く、清涼感と厚みがあります。

ポッジョ・ドーロは、キアンティの生産者が造る辛口白ワイン。フローラルで柑橘やハーブのフレッシュな味わい。ラベルは地域の象徴の糸杉。

商品名

モンティゴーリ　アマローネ・デッラ・ヴァルポリチェッラ

陰干し葡萄から造る辛口赤ワイン。『ロミオとジュリエット』の舞台となったヴェローナ近郊で造られるイタリアを代表する高級赤ワインで、レーズンのような凝縮度の高さ、しっかりとしたタンニンで
重厚感ある味わい。



国 地域 生産者名 味わい セパージュ 画像 国 地域 生産者名 味わい セパージュ 画像

イタリア
フリウリ-ヴェネツィ

ア-ジュリア ヴァッレ フルボディ
メルロー、
レフォスコ

イタリア トスカーナ
ポッジョ・アイ・

マンドルリ
フルボディ

サンジョベーゼ、　メ
ルロー、シラー

イタリア ヴェネト ネグラール フルボディ
コルヴィーナ、

ロンディネッラ、
プリミティーヴォ

イタリア プーリア
コンテ・ディ・カン

ピアーノ
フルボディ ネグロアマーロ

イタリア
エミリア・ロマー

ニャ
コンテ・ディ・カン

ピアーノ
フルボディ サンジョベーゼ イタリア プーリア

コンテ・ディ・
カンピアーノ

フルボディ ネロ・ディ・トロイア

イタリア ピエモンテ カスティーノ フルボディ バルベラ イタリア サルディニア
コンテ・ディ・
カンピアーノ

フルボディ カンノナウ

イタリア マルケ オッフィーダ フルボディ
サンジョベーゼ、

モンテプルチアーノ イタリア シチリア コントリ フルボディ
ネロ・ダヴォラ、　シ

ラー

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

ピチェーノ Why not?　ネロ・ダヴォラ / シラー　リゼルバ

地元マルケ・ソムリエ協会が一押しするワイナリー。熟れた果実の香り、ベリー系の豊かな後味。バランスがとれたタンニンの強さ。あらゆるシーンにふ
さわしいワイン。ステンレス熟成。パスタやピザなどのシンプルな食事や肉料理によく合うワインです。

バランスのとれたストラクチャーとフルーツやスパイスのアロマを伴うなめらかな豊かな味わい。長い余韻を持ち合わせます。
樽熟成によるまろやかなタンニン、凝縮した果実味、飲みごたえのある南イタリアワインです。シチリア伝統の文様がデザインされたお洒落なラベルが特徴です。

スパイス等でアクセントしたパスタ、赤身の肉と熟成チーズに良く合います。

ピエモンテ・バルベラ カンノナウ・リゼルバ

プルノット、ブライダ、ミケーレ・キアルロ等のスーパースター生産者が綺羅星のごとくひしめくバルベラの聖地アリアーノで造るエレガントで香り豊か
なワイン。標高230ｍの日当たりのよい丘陵は石灰土壌で、純粋な果実味をもったバルベラを生産します。果実の香りと爽やかな酸味を持つバランスのよ

いワイン。

完熟したブドウを手摘み、約２週間ステンレスタンク発酵、果実のエキスと柔らかなタンニンを抽出する。紫色がかった深紅色。スミレやスパイスや赤い果実の香
り。味わいは重厚でなめらか、フルボディ、バランスのよい辛口。

サンジョヴェーゼ・ルビコーネ ネロ・ディ・トロイア

完熟したブドウを手摘み、約２週間ステンレスタンク発酵、果実のエキスと柔らかなタンニンを抽出する。紫色がかった深紅色。スミレやスパイスや赤い
果実の香り。味わいは重厚でなめらかな香しいワイン。

ネロ・ディ・トロイアは、トロイの木馬で知られる小アジアトロイ起源のブドウ品種です。この逸話にちなみ、ラベルには馬がデザインされています。  アルコー
ル度数が高く、香り豊かで、タンニン・果実味豊富、かつ透明感のあるワインです。ステンレスを用いて醸造を行っています。

ストラーダ・イン・キャンティに自社畑を所有。最高品質のワイン作りを追求し、10年の歳月を経てついに　グランセレツィオーネの域にまで到達、生産者とし
ての地位を確立しました。 しっかりしたボティ、濃いルビー色。大樽熟成によりワインらしい香りが引き立ち、かすかな木の香りと繊細なスミレの香り、まろや

かで充分なアルコール分が感じられ、コクがあり、長い余韻のワインです。

パッサテンポ・ロッソ アパッシメント・ネグロアマーロ

1933年設立。マアジ、ベルターニ、アッレグリーニ等に並ぶトップ・アマローネ生産者のひとつ。ヴァニラやチェリーの香り。まろやかなタンニンとス
パイシーな味わい。長い余韻を持つワイン。

樹上で３週間アッパッシメント、手摘み。ステンレスタンク発酵。アッパッシメントによりブドウの水分量は半分になっているため、通常の倍量の原料を要する。
深紅色、スパイス、完熟果実の凝縮した香り。味わいは重厚でなめらか、フルボディ

2022年　夏のリカーセレクション

No.096　イタリア濃厚赤ワイン10本セット

イタリアワインの魅力は各地のバラエティに富む固有のぶどう品種を味わうこととも言われています。北イタリアからはフリウリのレフォスコ、ヴェネトのコルヴィーナとロンディネッラ、ピエモンテのバルベラを、中部イタリアからはトスカー
ナとエミリア・ロマーニャのサンジョベーゼ、マルケのサンジョベーゼとモンテプルチアーノ、南イタリアからはプーリアのネグロアマーロとネロ・ディ・トロイアを、イタリアを代表する２つの大きな島、シチリアからはネロ・ダヴォラとシ
ラーを、サルディニアからはカンノナウをそれぞれお楽しみいただけます。イタリア各地の多様な気候や自然条件の下で育まれたそれぞれの品種の個性・味わいを感じて頂きながら、それらぶどうの凝縮感を詰め込んだフルボディの赤ワインをお
愉しみ下さい。イタリアは料理も各地個性豊かでバラエティに富んでいます。各地を旅行するように料理とワインを合わせてお楽しみください。

商品名 商品名

ミケランジェロ・ロッソ キャンティ クラシコ グランセレツィオーネ

イタリアルネッサンスの巨匠シリーズ、アリタリア航空の機内でも採用実績のある人気のワイン。イギリスでもベストセラー。紫色を帯びた深紅色、赤い
果実やスパイスの香り。味わいはまろやかで、ビロードのような厚み、濃い色の果実の風味が感じらます。



 

国 地域 生産者名 味わい セパージュ 画像

イタリア
アルトアディ

ジェ
マルティーニ＆

ゾーン
辛口 ピノビアンコ

イタリア サルデーニャ
フェルルッチョ

デイアーナ
辛口

ヴェルメンティーノ
ディ　サルデーニャ

イタリア ピエモンテ ジェネライ 辛口 アルネイス

フリウリ コルッタ 辛口 ピノグリージョ

イタリア トスカーナ
ファットリアフ

ニャーノ
辛口

ヴェルナッチャ
ディ　サンジミ

ニャーノ

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

ピノグリージョ

北イタリア　スロベニアの国境近くのフリウリ。白の銘醸地としても有名で、中でもその代表格がピノグリージョです。白ワインには欠かせないミネラルを豊
富に含む土壌から味わいもしっかり感じバランスの良い白ワインです。

ヴェルナッチャ　ディ　サンジミニャーノ

イタリアトスカーナキアンティ地区のすぐ隣にある「塔の町」として有名なサンジミニャーノ村の唯一のＤ.O.C.G.に認定されたワインです。ミネラル感とバラ
ンスよく広がる味わいが心地良いワインです。

ドンニカリア　ヴェルメンティーノ　ディ　サルデーニャ

南イタリアサルデーニャの太陽いっぱい浴びたワインです。香りはトロピカルな良い香りで、海に近い畑で海風によるミネラルもしっかり感じ、味わいもふっ
くらとしたワインです。

ロエロアルネイス　ブリックヴァロマルド

トリノの南に位置するピエモンテ州ロエロ村を代表するD.O.C.G.認定品種がアルネイス。きれいな酸と引き締まった味わい、いつまでも続く余韻が心地良くう
ま味を感じる白ワインです。

2022年　夏のリカーセレクション

No.097　夏にすっきりイタリア5州5品種飲みくらべ白ワイン5本セット

イタリアの北から南まで5州の5品種の白ワインを揃えました．暖かい地域から冷涼な地域まで、産地ごとに異なるいろいろな味わい
が愉しめる飲みくらべセットです。

アルトアディジェからはきれいなミネラルと引き締まった酸が印象的なピノビアンコ、サルデーニャからはトロピカルな香りとミネラ
ルが特徴のヴェルメンティーノ　ディ　サルデーニャ、ピエモンテからはきれいな酸と引き締まった味わいのアルネイス、フリウリか
らはミネラル感とバランスの良いピノグリージョ、トスカーナからはサンジミニャーノ村の唯一のＤ.O.C.Gのヴェルナッチャ　ディ

サンジミニャーノ。
南北に長いイタリアの個性をお楽しみください。

商品名

ピノビアンコ

イタリアの最北、オーストリアとの国境に接する冷涼な気候のドロミティ渓谷に畑はあります。きれいなミネラルと引き締まった酸が印象的な白。和食との相
性も良いです。



 

国 地域 生産者名 味わい セパージュ 画像

イタリア
ピエモンテ
バローロ

カンティーナ・ブリッ
コロッソ

フルボディ ネッビオーロ

イタリア
ピエモンテ
バルバレスコ

マンフレディ フルボディ ネッビオーロ

イタリア
ヴェネト
ヴァルポリチェッラ

カ・ボッタ フルボディ

イタリア トスカーナ ラ・セルヴァ ミディアムボディ
サンジョヴェーゼ、カベ
ルネ・ソーヴィニョン、

メルロ

イタリア
トスカーナ
キャンティ

レ・ローテ ミディアムボディ
サンジョベーゼ、マルバ
ジア、カリニャーノ

イタリア シチリア トーラ ミディアムボディ ネロダヴォラ

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

トーラ・ネロダヴォラ・オーガニック

イタリア南部、シチリア島の地で3世代にわたってワイン造りに情熱を注ぎ続けてきたシチリアを代表する生産者です。彼らの畑は海抜400メートルに位置し、ぶどう栽培に最適と言われる地域
に位置し有機栽培で作られます。また過去にはイタリアNo.1のネロ・ダヴォラも輩出するほどの実力生産者です。この赤ワインは有機栽培で育てられた、彼らが得意とするネロダヴォラ種で造る
ワインです。シチリアの太陽をたっぷり浴びたぶどうから造られた味わいをお楽しみください。

ラ･セルヴァ･アヴォーリオ･ロッソ

今では有機栽培の有名産地として知られる「マレンマ」地区で、1980年にイタリアで最初に有機ワイン造りを始めたワイナリーの一つ。イタリアにおける有機ワインの先駆者であり、長い経験
と実績を持つ生産者として知られています。近年、有機だけでなくいち早くヴィーガンにも注目し、有機&ヴィーガンの農産物を手掛けています。また、敷地内に太陽光発電を設けるなど持続可
能な農業にも力を入れています。この赤ワインは有機ぶどうで造る旨み十分の濃厚オーガニック＆注目のヴィーガンワインです。サンジョヴェーゼに国際品種をバランスよくブレンドしたまろや
かな味わいの１本です。

レ･ローテ･キアンティ･コッリ･セネージ･ＤＯＣＧ

レ・ローテは、イタリア・トスカーナ州で中世の面影が残る街、サン・ジミニャーノ近郊にある小さな家族経営の生産者です。品種の特徴と、土地の個性を表現したワインを造るために、少量生
産にこだわる職人肌の生産者です。彼らの造るイタリアワイン人気の「キャンティ」は、完熟いちじくを煮詰めたような旨みある甘さ､程よい樽香が最高のバランスで溶け込んでいる逸品です。

マンフレディ･バルバレスコ･ＤＯＣＧ

イタリアのワイン名譲地ピエモンテ州の地域「ランゲの丘」で、家族経営でワインを造るぶどう農家です。歴史は長く、その長い歴史の中で培った技術と経験で、銘醸地のワインながらコストパ
フォーマンス高い数々のワインを生み出しています。言わずと知れたイタリアワインの女王「バルバレスコ」です。マンフレディのバルバレスコは、最低でも2年以上の樽熟成を施し、口当たり
は滑らかで上質な果実味と丸みのある酸が特徴的です。洗練されたタンニンは非常に繊細で、活き活きとしたミネラル感と共に心地よい余韻へと導きます。

カ･ボッタ･アルタ･ヴァルポリチェッラ･リパッソ

ほぼ全てのワインに陰干ししたぶどうを用いるアマローネスタイルでワインを造るというこだわりを持つ生産者。標高500mの丘にぶどう畑を所有し斜面に植えられたぶどうは全て手摘みで収穫
した後、丘の上のワイナリーに運ばれ陰干しします。ぶどうの旨味を最大限に引き出すために自らが開発したタンクを使用し、最新技術のこだわりと伝統的な陰干しぶどうを用いることで、唯一
無二のワインを生み出します。この赤ワインは「リパッソ」と呼ばれる、アマローネの絞りかすを混ぜてコクのあるワインを造り出す伝統的製法で仕上げられます。煮詰めたチェリーの様な濃厚
な果実味と、凝縮された黒ぶどうの旨味、ドライフルーツを思わせる甘芳ばしい香りに溢れるワインです。

2022年　夏のリカーセレクション

No.098　バローロ&バルバレスコ&リパッソが入ったイタリアコク旨赤ワイン6本セット

バーベキューや焼肉など、夏に愉しむお肉料理とも相性抜群のイタリア産コク旨赤ワインを６本セットでご用意しました。
芳醇なアロマと深みのある味わいを楽しめる、イタリアを代表する銘醸ワインの「バローロ」、「バルバレスコ」を始め、陰干しぶどうを使用した甘
やかな果実味が特徴の濃厚赤ワイン、有機栽培の先駆者が造るオーガニック&ヴィーガンのコク旨赤ワイン、有名レストランのグラスワインでも使わ
れるクラシックな味わいのキャンティ、芳醇&ナチュラルテイストのシチリア産赤ワインを含んだ、イタリアの赤ワインを堪能できるセットです。

商品名

ブリッコロッソ バローロ ＤＯＣＧ

ピエモンテ州で100年以上の歴史を持つ生産者。バローロ5大産地と言われる村の中でも、長期熟成向きで濃厚なバローロが造られる「カスティリオーネ・ファッレット村」と芳醇な果実味とエ
レガントなバローロが造られる「ラ・モッラ村」のぶどうをブレンドし造られます。同蔵元のバローロのコンセプトは「上質な味わいを手頃な価格で」。熟成は、24カ月～36カ月で年によって
変動。最低でも24カ月は樽熟成を行います。樽熟期間も長く、深みとコクのある味わいをお愉しみいただけます。



国 地域 生産者名 味わい セパージュ 画像 国 地域 生産者名 味わい セパージュ 画像

イタリア ピエモンテ ボジオ フルボディ ネッビオーロ イタリア ウンブリア ファレスコ ミディアムボディ メルロー

イタリア ピエモンテ
MGMモンド・デ

ル・ヴィーノ
フルボディ ネッビオーロ イタリア ピエモンテ ボジオ 辛口 シャルドネ

イタリア トスカーナ
MGMモンド・デ

ル・ヴィーノ
フルボディ

サンジョヴェー
ゼ・グロッソ

イタリア アブルッツォ
カンティネ・ピ

ローヴァノ
辛口 トレッビアーノ

イタリア
フリウリ・ヴェ
ネツィア・ジュ

リア

ボルゴ・サヴァ
イアン

辛口
ピノ・グリー

ジョ、ソーヴィニ
ヨン・ブラン

イタリア シチリア フィッリアート 辛口
カタラット、イン

ツォリア

イタリア
エミリア・ロ

マーニャ
スガルツィ

ミディアムボ
ディ

サンジョヴェーゼ イタリア ヴェネト ペルリーノ 辛口 グレラ

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

スガルツィ・ルイージ サンジョヴェーゼ オーガニッ
ク

プロセッコ・ビオロジコ・エクストラ・ドライ

ソフトなタンニンとフレッシュな果実味、なめらかな酸味が調和したバランスの良いオーガニックワインです。
オーガニック認証プロセッコ。青リンゴ、白桃を想わせるフレッシュでアロマティックな香りに、アカシアやミネラル、トーストなどのアロマ

が広がります。飲み口の良い爽快な泡立ちとフレッシュな果実味が楽しめるスパークリングワインです。

オレンジワイン アランサット エンポリオ・ビアンコ

アプリコットの香りに溢れ、紅茶のような渋味と苦味を併せ持ち、フレッシュでありながら飲み応えのあるオレンジワインです。 柑橘系果実や熟したばかりの洋ナシの香りが楽しめ、エレガントな酸と凝縮感がある風味豊かな白ワインです。

ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ モリーノ・デッ
ラ・スーガ

サッビオーネ トレッビアーノ・ダブルッツォ

カシスなど凝縮感のある黒系果実の香りに、ブラックペッパーやシナモンのスパイス香が立ち込める。
甘やかな果実味を凛とした酸が下支えし、あとからボリュームのあるタンニンが心地良く広がる。濃厚でありながらエレガントなブルネッロ

です。
フレッシュでやわらかな口当たりで、心地よい酸と果実味のバランスが良い白ワインです。

フレッシュなベリー系の果実味と、丸みのあるタンニンがバランス良く溶け合う、非常に飲み口の良い赤ワインです。

リヴァ・レオーネ バルバレスコ ベルコッレ　ランゲ・シャルドネ

ベリー系の果実の香りに加え、カルダモン、たばこの葉など、複雑な香りが広がる。口当たりは滑らかで、エレガントな酸と骨格のあるタン
ニンとのバランスが秀逸。熟成感と心地良い余韻が広がるバルバレスコです。

イタリアの偉大なワイン「バローロ」「バルバレスコ」を生み出す銘醸地で造られるハイクラスなシャルドネ。エレガントな果実味が特徴的で
す。

2022年　春のリカーセレクション

No.099　超豪華３B入り！イタリア銘醸地オレンジ・赤・白・スパークリング10本セット

イタリアを代表する「3B」と言われる偉大なワイン「バローロ」「バルバレスコ」「ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ」。この他に「オレンジワイン」、「ランゲ産シャルドネ」、「プロセッコ」等、北から
南までイタリアの銘醸地8州を堪能できる、オレンジ・赤・白・スパークリングワインを10本厳選しました。

北はピエモンテ、南はシチリアまで南北５０００kmにも亘る世界屈指のワイン産地イタリア。各州ごとに食文化が異なり、その土地ならではの個性が光る土着品種をはじめ、気候･土壌などの生育環境、そして伝
統と革新を融合した醸造技術、様々な要素が織り成し、個性豊かなオンリーワンのワインが生まれます。

バローロ：イタリアの王と称されるほど、ワインラヴァーならば世界中の誰もが認める最上級の赤ワイン。
バルバレスコ：バローロと人気を二分するイタリアの女王と称される優美で官能的な至福の赤ワイン。

ブルネッロ･ディ･モンタルチーノ:世界のワイン愛好家を魅了する、トスカーナ州を代表する濃密で高貴な赤ワイン。
自然派ワインとして近年世界から注目を集めるフリウリ=ヴェネツィア・ジュリア州のオレンジワイン、2人の天才醸造家が手掛けるウンブリア州のエレガントスタイルの赤ワイン、地中海の恵みを存分に引き出し
たシチリア州のアロマティック白ワイン、オーガニック認証を獲得した繊細な泡立ちのスパークリングワイン（プロセッコ）等々、イタリア各州の個性溢れる味わいを存分に堪能できる大変お買い得なセットで

す。

商品名 商品名

ベルコッレ　バローロ　シンポジオ サン　ロレンツォ　ロッソ　ウンブリア

イタリアワインの王と呼ばれるバローロ。オークやレザー、チョコレート、ドライフラワーの香りにフローラルのアロマなど複雑。
滑らかながらもしっかりとしたタンニンを感じるフルボディ。 多彩なアロマと濃厚な果実味が愉しめます。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

イギリス ハイランド
グレンモーレン

ジィ

イギリス オールドパー

フランス コニャック ヘネシー

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

オールドパー シルバー

柑橘とほのかなバニラの香りが特徴のエクストラスムーズなウイスキー。ソーダで割ることでフレッシュな香りが強調され、切れの良い後味とともに、かすかにスモーキーな
余韻を残します。

ストレート、ロック、１：３のハイボールがおすすめ。

ヘネシー V.S

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

2022年　夏のリカーセレクション

No.100 夏のソーダ割におすすめ洋酒3本セット

柑橘系のフルーツや、蜂蜜とバニラのような甘い香りが特徴の洋酒を３本セットにしました。
グレンモーレンジィオリジナルにオレンジピールを添えたソーダ割「オレンジハイボール」、オールドパーシルバーにソーダで割ることでフレッ
シュな香りが強調され、キレの良い後味とともに、かすかにスモーキーな余韻を残す「シルバーハイボール」、芳醇なスパイスとフルーティーな

香り、ヘネシーV.Sにソーダを注ぐ「フレンチハイボール」など個性豊かなハイボールを愉しむことができる洋酒セットです。

商品名

グレンモーレンジィ オリジナル

柑橘の香りが爽やかな「オリジナル」。その魅惑に満ちた繊細さと複雑な味わいは世界のモルト愛飲家に広く知られています。



 

都道府県 生産者名・蔵名 味わい 品種（酒米・芋） 画像

秋田 山本酒造店 やや辛口 秋田酒こまち

山形 水戸部酒造 辛口 出羽燦々

栃木 せんきん 中口 山田錦

神奈川 久保田酒造 中口 美山錦

高知 酔鯨酒造 中口 吟の夢

山口 永山本家酒造場 中口 山田錦

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

貴　特別純米　６０

「貴」の商品の中でも最も定番の商品。柑橘を思わせる心地良い酸味が、食材に寄り添うやさしい味わいのお酒です。青魚や牡蠣といった生臭さのある
料理を一気に旨みに変えるキレを持ち、柔和さと力強さの両面を併せ持っています。

相模灘　純米吟醸　美山錦　（火入）

繊細な美山錦の特性を生かすべくオーソドックスな9号酵母で醸しました。美山錦の軽快な口あたりと9号酵母の爽やかな吟醸香で自然と杯が進みます。
相模灘の中では定番の商品で年間を通して最も人気があります。

酔鯨　純米吟醸　高育５４号

素材の良さを引き出した旨みは、しっかりとした味を感じさせます。また爽やかな柑橘系の酸味とほのかな吟醸香は軽快な飲み口を演出し、合わせるお
料理の美味しさを引き出します。

山形正宗　辛口純米

シャープで心地よいキレがあるにも関わらず、丁寧な造りと技術によって、ただ辛いだけではなく、ふくよかな旨みも表現されている逸品。料理を引き
立てる名脇役です。

クラシック仙禽　無垢　（火入）

上質な吟醸香、美しくスマートな酸、 デリシャスな味わいをお楽しみください。

2022年　夏のリカーセレクション

No.101　伊勢丹新宿店売れ筋銘柄 日本酒6本セット

日本酒好きも納得の味わい！
伊勢丹新宿店の売れ筋銘柄の日本酒を6本セレクトしました。上質な吟醸香とふくよかな旨みは、日本酒好きが納

得する味わいではないでしょうか。秋田や高知の酒蔵自慢の味わいを、ぜひ飲みくらべてお愉しみください。

商品名

山本　ピュアブラック　純米吟醸

香りは敢えて控えめに抑え、柑橘系のフルーツを連想させるジューシーな酸味と、日本刀のような鋭いキレ味をイメージして造られています。



 

都道府県 生産者名・蔵名 味わい 品種（酒米・芋） 画像

秋田 山本酒造店 辛口 国産米

新潟 高千代酒造 辛口 美山錦

長野 大信州酒造 辛口 国産米

埼玉 神亀酒造 辛口 国産米

岐阜 中島醸造 やや辛口 備前雄町

長崎 重家酒造 辛口 山田錦

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

よこやま　純米吟醸　ＳＩＬＶＥＲ超辛７　火入

【日本酒度：+7～+10】
辛さの中に旨味、甘みを残す造りをしています。お刺身やお寿司などの和食にぴったり。食中酒として、冷やか常温で飲むのがおすすめです。

神亀　純米酒

【日本酒度：+5～+7】
レギュラーの純米酒です。熟成により｢ふっくらした｣旨味、深味、コク、キレの調和が料理の相性の幅を広げます。ぜひ料理に合わせて温めてご賞味く

ださい。

小左衛門　純米酒　生もと　備前雄町

【日本酒度：+4】
柔らかな口あたりに旨みが広がり、心地よい酸が絶妙なバランスです。後味は透明感とキレがあります。

高千代　からくち純米酒　プラス１９　美山錦

【日本酒度：+19】
しっかりとした旨味とコク、後味はドライでシャープな辛口の純米酒。

どの温度帯で飲んでいただいてもおいしく楽しめます。

大信州　辛口特別純米酒

【日本酒度：+8】
柔らかな口当たりと香り、洗練された辛口が特徴です。ホタルイカの沖漬けなど、酒のつまみによく合う辛口の特別純米酒です。

2022年　夏のリカーセレクション

No.102　伊勢丹新宿店セレクト珠玉の辛口日本酒6本セット

日本全国の辛口が集合！
ドライでシャープな辛口の純米酒や超辛口の美酒など、辛口日本酒を全国の酒蔵から伊勢丹新宿店がセレクトしました。
やわらかな口当たりの日本酒や飲み込んだとたんに一気に辛さが押し寄せる個性的な日本酒など、ぜひお愉しみくださ

い。

商品名

白瀑　ど辛　純米

【日本酒度：+15】
まず、口に含むとほのかな甘さを感じる。しかし、飲み込んだとたんに一気に辛さが押し寄せる。超辛口の美酒。



 

都道府県 生産者名・蔵名 味わい 品種（酒米・芋） 画像

秋田県 天寿酒造 やや辛口 美山錦

福島県 大七酒造 辛口 五百万石、他

新潟県 越後鶴亀 中口
こしいぶき

山田錦
五百万石

長野県 宮島酒店 中口 美山錦

愛媛県 梅錦山川 辛口 山田錦

高知県 司牡丹酒造 辛口
アケボノ
山田錦

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

司牡丹　船中八策　零下生酒

酒母掛米・麹米に「山田錦」を使用。口の中で味わいが膨らみ、後口は爽やか。船中八策らしいシャープなキレ。

信濃錦　超玄　Ｍ9１素濾過生

信州伊那谷産の農薬不使用で栽培した「美山錦」のみを用いた精米歩合91%という低精白で素濾過の純米生酒。「美山錦」の軽快さと、低精白ならでは
の風味が調和し、ほど良い酸が全体をまとめます。

梅錦　純生大吟醸

果実のようにフレッシュで芳醇な香りがあり、上品な旨味と爽やかな酸味が良く調和しています。

大七　純米生酛生原酒

生酛らしい奥行きと力強く、しなやかな味わい。香りは控えめで透明感があり、ふっくらとやわらかな甘味が膨らみます。

越後鶴亀　純米吟醸　中取り生酒

中取りならではの綺麗でなめらかな酒質。メロンのような香りと酸を感じさせ、甘味がありながらも飲み口は軽やか。

2022年　夏のリカーセレクション

No.103　夏の生酒6本セット

一切 “火入れ ”をせずに低温貯蔵した「夏の生酒」は本生。冬に搾られたお酒に一切火入れをせずに低温貯蔵させ、夏
場にかけて出荷します。

デリケートなお酒なので、その昔は夏場に生酒は楽しむことができませんでした。
貯蔵・流通・梱包技術などが整った今だからこそ楽しめる贅沢な味わいです。

商品名

天寿　米から育てた純米生酒

夏にふさわしい爽やかな酸味と、ほど良い旨味のバランスが取れた、なめらかでフルーティーな純米生酒。



 

都道府県 生産者名・蔵名 味わい 品種（酒米・芋） 画像

鹿児島 白玉醸造
ライチのよ
うな香り

黄金千貫／
米麹（国内産）

鹿児島 東酒造
爽やかな香

り

サツマイモ（鹿児島県産）
／米麹（国内産）米（国

産）

鹿児島 大海酒造 フルーティー
サツマイモ（鹿児島県

産）
／米麹（国内産）

鹿児島 指宿酒造 鮮やか旨味
黄金千貫／

米麹（タイ産）

鹿児島 長島研醸 ほんのり甘く
黄金千貫／

米麹（国内産）

鹿児島 小鹿酒造
果実のよう

な香り
黄金千貫／

米麹（国内産）

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

青とんぼ　25度　芋　720ml

もろみの持つ果実のような香りを壊さないように低温で蒸留できる減圧蒸留器で蒸留した、ロック、水割りで香り立つ芋焼酎。

秀水　25度　芋　720ml

芋の香りを抑え、旨味だけを鮮やかに引き出しながら、コクのあるスッキリとした飲み口。

島乙女　25度　芋　720ml

米麹を使った芋焼酎と、麦麹を使った芋焼酎の二つの原酒をブレンドしました。さらりとした軽い飲み口で、ほんのり甘く、芋と麦の二つの香りが楽し
めます。ロックや水割りがお勧めです。

美珀七窪　the 2nd 25度　芋　720ml

「炭酸割り」で最高に美味しい焼酎を目指して美しい琥珀色の七窪の誕生です。七窪の原酒をベースに十年貯蔵の米樽焼酎原酒をブレンド、最後に紅
芋・紫芋の原酒を加えオリジナリティーのある酒質に仕上げなした新たなる個性を表現しつつも決して奇をてらわない、杯を重ねるほど美味しくなる焼

酎の完成です。

カンパチーノ　25度　芋　720ml

カンパチをより美味しく楽しむためをコンセプトに地域ブランド「かのやカンパチ」を生産している鹿屋市漁業協同組合と大海酒造との共同で開発を
行った商品になります。すっきりかつフルーティーな味わいがお刺身をはじめ魚料理の味を引き立ててくれます。特に脂ののったカンパチとは相性抜群

です。

2022年　夏のリカーセレクション

No.104　魔王含む！鹿児島の本格芋焼酎飲みくらべ6本セット

「芋焼酎の魅力をお届けしたい」そんな思いから蔵人たちが自信をもっておすすめできるものを自ら造り上げた本格芋焼酎です。限定品
を含む各蔵元の自慢の焼酎をお愉しみ頂ける六銘柄のセットになります。一口に焼酎といってもサツマイモの品種、麹、蒸留方法、熟成
期間、ブレンド、水の違いによっても香りや味わいのバリエーションは様々です。飲み方は、お湯割り・水割り・オンザロック・炭酸割
り等お好みに合わせることもできます。食中酒である焼酎は、和食・洋食・中華料理など、どんな料理にも相性ぴったりです。恵まれた

環境で育まれたサツマイモを原料に、伝統的な匠の技によってこだわり造られた本格焼酎六銘柄のセットをお愉しみください。

商品名

魔王　25度　芋　720ml

熟成酒ならではの飲み飽きしない穏やかな焼酎。華やかな香りがあり豊かな余韻を残します。



 

都道府県 生産者名・蔵名 味わい 品種（酒米・芋） 画像

鹿児島 三岳酒造 甘味と旨味
黄金千貫／

米麹（国内産・タイ産）

鹿児島 薩摩酒造 芋の旨味
黄金千貫／

米麹（国内産）

宮崎 霧島酒造 澄んだ甘味
サツマイモ（鹿児島県

産）
／米麹（国内産）

宮崎 櫻の郷酒造 風味豊か
黄金千貫／

米麹（タイ産）

宮崎 櫻の郷酒造 芳醇な香り
さつまいも（国産）
／米麹（国内産）

鹿児島 吹上焼酎 華やかな香り
栗黄金／

米麹（国内産）

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

風憚　25度　芋　1800ml

夢の芋と呼ばれている栗黄金芋を原料に伝統の黒麹で造った逸品。まろやかで気品のある、華やかな香味を味わえる焼酎です。

むげつむろか　25度　芋　1800ml

「むげつむろか」は原料の鮮度・品質にこだわり風味豊かな味わいに仕上げた芋焼酎です。濾過を一切せずに仕上げているためうっすらと白濁してお
り、芋焼酎の本来の力強い香りや旨み成分が多く残されています。無濾過仕上げならではの豊かな風味をご堪能ください。

焼酎道場　シルクスイート　25度　芋　1800ml

赤芋「シルクスイート」はその名の通り、豊かな甘味と絹のようななめらかな食感が人気の品種です。その「シルクスイート」を手仕込み蔵「焼酎道
場」で手作業で丁寧に仕込みました。蔵人たちが五感を駆使して丹念に造り上げた香りとなめらかな口当たりを存分にお楽しみください。

MUGEN白波　25度　芋　1800ml

主原料のサツマイモ（黄金千貫）には土の中で甘さを最大限引き出した「土室糖化芋」を使用し、製造工程においては当社独自の技術にて、極限まで旨
味を凝縮し瓶詰め致しました。

赤霧島　25度　芋　1800ml

本格焼酎「赤霧島」はみやびな気高い香りとするっと澄んだ甘味が特徴です。どんな料理とも相性が良く、本格焼酎だから糖質ゼロ、プリン体もゼロ。
ちょっと優しく、ちょっと贅沢にそんなひと時を紡ぎます。

2022年　夏のリカーセレクション

No.105　宮崎・鹿児島の本格焼酎一升瓶飲みくらべ6本セット

「芋焼酎の魅力をお届けしたい」そんな思いから蔵人たちが自信をもっておすすめできるものを自ら造り上げた本格芋焼酎です。限定品
を含む各蔵元の自慢の焼酎をお愉しみ頂ける一升瓶のセットになります。一口に焼酎といってもサツマイモの品種、麹、蒸留方法、熟成
期間、ブレンド、水の違いによっても香りや味わいのバリエーションは様々です。飲み方は、お湯割り・水割り・オンザロック・炭酸割
り等お好みに合わせることもできます。食中酒である焼酎は、和食・洋食・中華料理など、どんな料理にも相性ぴったりです。恵まれた

環境で育まれたサツマイモを原料に、伝統的な匠の技によってこだわり造られた本格焼酎六銘柄のセットをお愉しみください。

商品名

三岳　25度　芋　1800ml

厳選された鹿児島県産さつま芋を原料として、原生林に濾過された名水で仕込む本格焼酎、芋の香りがほんのりとして、口当たりが良く、甘みのあるの
どごしの良い焼酎です。


