
 

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 ボランジェ NV 辛口
ピノ・ノワール60%、

シャルドネ25%、ムニエ
15%

フランス シャンパーニュ パイパー・エドシック NV 辛口
ﾋﾟﾉﾉﾜｰﾙ47%、ムニエ

31%、シャルドネ22％

フランス シャンパーニュ ベルナール・トルネー NV 辛口
ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ70%、シャルド

ネ30%

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

ﾑﾆｴ70%、ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ
15%、ｼｬﾙﾄﾞﾈ15%

フランス シャンパーニュ ジモネ・ゴネ NV 辛口
シャルドネ50%､ピンノ

ワール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。

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。

シャンパーニュ・ラコール・ブリュット　　

「ラコール」とは「調和」の意。ピノ・ノワールとシャルドネを同量のブレンドで造られるシャンパーニュ。
ピノ・ノワールからフルーティーさと力強さを、シャルドネからエレガントさとフィネスがもたらされる。アペリティフやデザートと共に、このシャンパーニュはあなたを魅了します。

エッセンシエル　エクストラ・ブリュット

メゾンの真髄を象徴する、エクストラ・ブリュットのシャンパーニュ。最低３年間、辛抱強くセラーで熟成させてできた繊細な一体感が楽しめます。
柑橘類やリンゴ、白い果実のいきいきとした香りとともに、長期熟成による、アーモンドやフルーツケーキのような、力強く、甘く優美な香りが楽しめます。

Ｂ.T・ブリュット

特級畑として名高いブージィのピノノワールを使用。ブリオッシュ、モカ、プラムのニュアンス、果実味豊かでさわやか、フルーティな味わいです。

2022年　冬のリカーセレクション

No.001 人気メゾンとレコルタン・マニュプランのシャンパーニュ飲み比べ5本セット

ジェームス・ボンドが愛するシャンパーニュや王妃マリー・アントワネットに献上したシャンパーニュなど選りすぐりの5本をセレクトしました。
歴史ある大手ネゴシアンから家族経営のレコルタン・マニピュランまで、生産者によって異なる個性や特徴をお愉しみください。

シャンパーニュにはいろいろな製造業者種別があり、代表的な種別は「ネゴシアン・マニュプラン（NM）」と「レコルタン・マニュプラン（RM)」です。
NMは主に購入したぶどうやワインから造られ、自社畑を持っている場合もあります。多くの生産者がこのNMに属し、歴史ある大手メーカーが多数あり、

手掛ける品質の安定さと生産量の多さが特徴です。一方RMは自社の畑でぶどうを収穫し醸造までを行うのが最大の特徴で、多くは小規模生産者です。
小規模ゆえその土地のテロワールや造り手の個性が愉しめます。

「ネゴシアン・マニピュラン（NM)」
＜ボランジェ＞　ジェームス・ボンドが愛するシャンパーニュ

＜パイパー・エドシック＞　王妃マリー・アントワネットに献上したシャンパーニュ

「レコルタン・マニピュラン（RM)」
＜ベルナール・トルネー＞　モンターニュ・ド・ランス地区のブージィ村に創設、リカーセレクション初登場。

＜ジョアネス・リオテ・エ・フィス＞　90年の歴史を誇るヴァレ・ド・ラ・マルヌの隠れた名門。
＜ジモネ・ゴネ＞　シャルドネの聖地、コート・デ・ブラン地区のル・メニル・シュール・オジェ村に創設。

商品名

スペシャル・キュヴェ

黄金の輝き、きめ細かい泡、黒ブドウを思わせる特徴的な色合い、骨格、余韻、活気が絶妙なコンビネーションを演出、泡はビロードのように、洋ナシ、ブリオッシュ、新鮮なクルミ、スパイシーさが楽しめ
る。



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
ル・ブルン・セルヴネ
イ

NV 辛口 シャルドネ フランス ｺｰﾄ・ﾄﾞ・ﾌﾞﾗﾝ地区 ポメリー NV 辛口
シャルドネ34％、ピ

ノ・ノワール33％、ム
ニエ33％

フランス
ﾓﾝﾀｰﾆｭ・ﾄﾞ・ﾗﾝｽ地
区

ベルナール・ブレモン 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

モエ・エ・シャンド
ン

NV 辛口
シャルドネ・ピノノ

ワール・ムニエ

フランス ｺｰﾄ･ﾃﾞ･ﾊﾞｰﾙ地区 ヴァンサン・ラムルー NV 辛口 100％ピノノワール 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 オーブ県 ダニエル・ペラン NV 辛口
80% ピノノワール
20% ピノムニエ

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 ｳﾞｧｴﾄﾞｩﾗﾏﾙﾇ地区 シャンパーニュ デポー NV 辛口 ピノ・ムニエ　100% フランス シャンパーニュ ポル ロジェ NV 中辛口
シャルドネ、ピノノ

ワール、ムニエ

フランス セルジ エ プリン
シャンパーニュ　バイ
イ

NV 辛口
60% ピノムニエ 20%

ピノノワール 20%
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
ピノ・ノワール、シャ

ルドネ、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　レゼルヴ ニコラ・フィアット

1962年設立のワイナリー。ヴァレードラマルヌのセルジ エ プリンに位置しています。上質な泡と豊かな香りと新鮮さに満ちた香りを持つ骨格のあるブドウの味わいを感じること
ができます。

この地域の特長が余すことなく一堂に会し、フレッシュでイキイキとしたシャンパーニュとして、見事に仕上がりました。力強さに加えて、果実味もしっかり感じられます。また、長
期間セラーで寝かせたことで充分に熟成し、スタイルも調和も完成されています。

エリタージュ ブリュット レゼルヴ

1950年創業のヴァレー・ド・ラ・マルヌに本拠地を置く生産者。マルヌ渓谷の北岸にあるドルマン、ヴィンチェン、ヴェルヌイユ、トレロウの日当たりの良い斜面に位置し、ブ
ドウは、ピノ・ムニエ、ピノ・ノワール、シャルドネの3つのブドウ品種を栽培しています。デポーが作るピノ・ムニエはフルーティーさと柔軟性を兼ね備えた味わいとなっていま

す。

英国王室御用達ということだけでなく、「ロイヤルウエディング」でも使用された、選ばれしシャンパンハウス。厳格評価誌のメイユール ド ヴァン ド フランスでは、長年に渡り最
高の3つ星評価を獲得しています。全て手作りにこだわっているメゾンでもあり、きめ細かな泡と繊細で持続性のある泡、長い余韻が楽しめます。スタンダードでも42カ月以上の瓶内

熟成。　ドザージュ9g/ℓ。ブドウ品種：シャルドネ、ピノノ ワール、ピノ ムニエ　1/3ずつ

ブリュット ブリュット・クラシック　ハーフ

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。

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！！

ブランドノワール エスプリ・ナチュール

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。

ナチュールとはいわゆるヴァン・ナチュール（自然派ワイン）やブリュット・ナチュール（ドザージュゼロ）ではなく、自然と共存しシャンパーニュ造りに取り組むという信条を表
す。アルゴンヌ産木樽で醸造。完熟した桃や洋梨などのフルーティな香りの中に、バニラや白コショウのニュアンスが感じられ、ピノ・ノワール主体のシャンパーニュならではの芳醇

さと、軽やかなタンニンが印象的

世界初の辛口シャンパンを生み出したポメリーのエッセンスを引きつぐ代表的なシャンパン。各国のホテルレストランの多くで使用され、大正から令和までの皇室饗宴の儀乾杯用とし
ても採用。全体的にフレッシュ感があり、洗練された口当たりに快活さと上品さの調和が楽しめます。

ブリュット　グラン クリュ モエ・エ・シャンドン モエアンぺリアルハーフ

ベルナール・ブレモンは代々このアンボネイでブドウ栽培を行ってきた生産者で、1965年にベルナールとミシェール・ベルモン夫妻がレコルタン・マニピュランとしてシャン
パーニュ造りを始めました。リンゴや洋ナシなどのフローラルな香りとふくよかな果実感、エレガントな酸とミネラルを兼ね備えた味わいは豊潤な味わいです。

1869年の誕生以来、世界中の人々から愛され続けています。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　冬のリカーセレクション

No.002　小規模生産者VSグランメゾン　ハーフシャンパーニュ１２本セット

シャンパーニュの中でも小規模生産者とグランメゾンの両方味わいをハーフサイズでお愉しみいただけるセットです。醸造や畑の区画までにこだわった、フレッシュでエレガントなシャンパーニュの深い味わいをご堪能ください。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12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。

商品名 商品名

グランクリュ ブリュット ブリュット・ロワイヤル

シャルドネ100％、複数のヴィンテージをブレンドして造られるＮＶのグランクリュ・シャンパーニュ。グランクリュの比率が高いル・ブルン・セレブネイならではのコストパ
フォーマンスの高いシャンパン。シャルドネのスモーキーでしっかりしたミネラルの風味に、ハーブやスパイス、熟した白い果実を感じさせます。泡立ちも極めて繊細で、華やか

な印象です。香ばしく蜂蜜のようなニュアンスも帯びて、その奥行きある味わいは熟成にも耐えうるポテンシャルです。



 

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 アヤラ NV 辛口
シャルドネ45％、ピノ・
ノワール35%、ピノ・ム

ニエ20%

フランス シャンパーニュ アヤラ NV 辛口
シャルドネ50％、ピノ・
ノワール40%、ピノ・ム

ニエ10%

フランス シャンパーニュ アヤラ NV 辛口
シャルドネ45％、ピノ・
ノワール35%、ピノ・ム

ニエ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 マジュール

シャルドネをメインに据えたエレガントなロゼシャンパーニュ

ブリュット ナチュール

緻密さと純粋さを極めたノン・ドサージュシャンパーニュ

2022年　冬のリカーセレクション

No.003　<アヤラ>シャンパーニュ3本セット

アヤラはもともとスペインの貴族の家柄であり、スペイン領であった南米で独立戦争を戦ったのち、
コロンビアの外交官としてパリに赴任した父を持つエドモンド・デ・アヤラが、

シャンパーニュ地方でシャンパーニュ造りを学んだことから、醸造の歴史が始まりました。
1860年にはマルイユ子爵の娘と結婚し、妻の所有していたアイのシャトーと、アイとマルイユ・シュール・アイの素晴らしいブドウ畑を手に入れました。

そのクオリティは高く評価され、メゾン・アヤラはたちまち英国などで高い人気を博しました。
アヤラは18の名門シャンパーニュブランドが集まった、グランド・マルク組合の1882年設立時のメンバーであり、

第二次大戦以前より、英国王室とスペイン王室御用達業者でした。
2005年からは、ヨーロッパにおいて広くワインビジネスを展開するSJBの一員となっています。

シャンパーニュのブドウ畑のほぼ中央に位置するアイにあり、規模的には非常に小さなメゾンです。
家内工業的な経営のため、まさに「オート・クチュール」のシャンパーニュ造りを実現しています。

今回はアヤラのスタンダードシャンパーニュ3種をお買得なセットにしました。

<アヤラ ブリュット マジュール>
シトラス、白い花、リンゴ、梨などの繊細な香り。上質で豊かな泡立ちがあり、

果実味はフレッシュでバランスがよく、滑らかな口当たりと長い余韻を愉しめます。

<アヤラ ロゼ マジュール>
イチゴ、ラズベリーなどの華やかな香りに柑橘のニュアンス。シャルドネを50%使用したフレッシュな味わいに、

黒ぶどうの果実感がバランスよく溶け合っています。

<アヤラ ブリュット・ナチュール>
シトラスや柑橘果実のフレッシュな香りとキレのあるミネラルを感じます。

グレープフルーツやリンゴなどのピュアな果実味にミネラル感が溶け合い、ドライなフィニッシュへと続きます。

商品名

ブリュット マジュール

アヤラのスタイルを完璧に表したフレッシュでエレガントなシャンパーニュ



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

フランス アヴィーズ
ブリュン・セルヴィネ

イ
NV 辛口 シャルドネ100％

フランス
ル・メニル・シュール・
オジェ クロード・カザル NV 辛口 シャルドネ100％

フランス オジェ
ジ・ピエロン・レグ
リーズ

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。

カルト・オール

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。

ブラン・ド・ブラン

オジェ、アヴィーズ、ル・メニル・シュール・オジェのシャルドネをブレンドしたグランクリュのブラン・ド・ブラン。
リンゴや洋ナシの柔らかな香り。ふくらみのある明るい果実を線の細い酸とミネラルが彩る味わいは繊細でエレガント。

2022年　冬のリカーセレクション

No.004　コート・デ・ブランのグラン・クリュ、ブラン・ド・ブラン、シャンパーニュ3本セット

シャンパーニュの生産地の中でも高品質なシャルドネ種が生産されるコート・デ・ブラン地区のアヴィーズ、ル・メニル・シュール・オジェ、オジェの3地区の
生産者が造るブラン・ド・ブラン3本セットです。最高格付のグラン・クリュをお愉しみください。

＜ブリュン・セルヴネイ＞（アヴィーズ）樹齢50年を超えるアヴィーズ、クラマン、オジェの古樹を所有。太く切れ込む酸と強いミネラルを備えた骨太でエレガントなブラン・ド・
ブランを造る。コート・ド・ブランのフィネス、そして気品を表現。

＜クロード・カザル＞（ル・メニル・シュール・オジェ）：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。希少なクロをオジェに所有する貴重な生産者。

＜ジ・ピエロン・レグリーズ＞（オジェ）：シャルドネの聖地コート・デ・ブランの中でも傑出したグランクリュであるオジェ、アヴィーズ、ル・メニルに畑を所有する昔ながらの職
人気質なヴィニュロン。

商品名

メロディ・アン・セー

アヴィーズの堅牢な骨格に、クラマンのきめ細かくピュアなキャラクターとオジェのふくよかさが溶け込んだ、コート・デ・ブランの魅力あふれるブラン・ド・ブラン。洗練されたシャープなスタイルの中に
はスケールの大きさも感じられ、余韻も非常に長い。



 

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 シャンパーニュ ムニュエル・ボネ NV 辛口 シャルドネ

フランス シャンパーニュ
アルーシュリー・
ペルスヴァル

NV 辛口
ピノ・ノワール６０％、

シャルドネ４０％

フランス シャンパーニュ ドゥロング NV 辛口
シャルドネ５０％、

ピノ・ノワール３０％、
ピノ・ムニエ２０％

フランス シャンパーニュ ガリマール NV 辛口 ピノ・ノワール

フランス シャンパーニュ
ロベール・バルビ
ション・エ・フィス

NV 辛口

ピノ・ノワール６０％、
シャルドネ、ピノ・ムニ

エ、ピノ・ブラン
各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。

各単品に関する説明を記入してください

キュヴェ・ド・レゼルヴ・ブリュット

＜コート・デ・バル＞レモンやグレープフルーツに加えてマンゴーのようなエキゾチックな果実の香り。やわらかく繊細な泡立ちが長くつづき、口の中でバランスの良さを感じるワイン。アペリティフとして
はもちろん、魚介のカルパッチョや寿司、ホタテのソテーバターソースなどとも相性のよいワイン。

レゼルヴ・キャトル・セパージュ

＜コート・デ・バル＞ビオディナミ、単一品種、単一区画にこだわり、ワイン的なアプローチで造っている。まさに"Vin de Champagne"。ピノ・ブランもブレンドしたキャトル・セパージュ。エレガントで
繊細な味わいです。

ブリュット・レゼルヴ・プルミエ・クリュ

＜モンターニュ・ド・ランス＞淡く黄色みがかったきれいなゴールドの色調。バター、ドライフルーツの香りに徐々にはちみつの香りが加わっていきます。ふくよかな果実味ときめ細かい泡が口に広がり、ピ
ノ・ノワールの力強さやスパイスのニュアンス、洋ナシのアロマなどが感じられる余韻の長いワインです。アペリティフから軽めの魚理、肉料理まで相性のよいワインです

グランド・レゼルヴ

＜コート・デ・セザンヌ＞ブリオッシュやはちみつのような香り。丸みのある柔らかな口当たりで、凝縮した旨味が広がる余韻の長いワイン。フォアグラのポワレやぶどうのジュレを添えたシャウルスチーズ
などとの相性が良いワインです。

2022年　冬のリカーセレクション

NO.5 小規模生産者を堪能　グラン・クリュ入り産地＆ブレンド別シャンパーニュ5本セット

グラン・クリュ、プルミエ・クリュの上級キュヴェも入ったこだわりのRMシャンパーニュセットです。シャンパーニュを産地別、ブレンド別でさまざまな味
わいの違いをお愉しみいただけます。

＜ムニュエル・ボネ＞オジェのグラン・クリュ。オジェ村に５代続く老舗シャンパーニュメーカーでありながら、これまでそのほとんどをフランス国内のレス
トランや個人客に販売していました。 シャンパーニュの伝統を尊重しながら、 テロワールへの敬意を最大限に表現するワインづくりに努めており、 所有する

畑はグラン ・ クリュに格付けされています。
＜アルーシュリー・ペルスヴァル＞モンターニュ・ド・ランスの優れた1級「エキュイユ村」から4代続く家族経営のメゾン。栽培から醸造までわずか 3 人の
チームで行っています。軽やかでフレッシュ感をもち、 気軽に飲み続けられるような味わいを目指しています。バター、ドライフルーツの香りに徐々にはちみ

つの香りが加わっていき、ふくよかな果実味ときめ細かい泡が口に広がります。
＜ドゥロング＞ドメーヌの信念は、「エスプリ ・ ナチュール」。当主のマルレーヌさんは自然体の美しさが魅力的な方で、ライフスタイルからワインづくり

の端々にまで彼女の「エスプリ ・ ナチュール」を感じることができます。自然や生態系の尊重、 共存をめざしながらぶどうを栽培し、 できるだけ人の手を介
入させることなく、その自然なありのままのぶどうを豊かに個性的に表現したワインをめざしています。環境に配慮した栽培法を取り入れ、OCACIA（2015

年にパリに新設された認証団体）の認可。マダムのように、ナチュラルで美しいシャンパーニュを造っている。
＜ガリマール＞コート・デ・バール地区のリセ村を本拠地とした家族経営のドメーヌ。ぶどうを完熟させることを目的に、人的介入をできるだけ避けるよう心
がけています。そのため畑、ぶどうを常に観察して自然に敬意をはらっています。レモンやグレープフルーツに加えてマンゴーのようなエキゾチックな果実の

香り、やわらかく繊細な泡立ちが長くつづきます。
＜ロベール・バルビション・エ・フィス.＞フルーリーで修業をした若き兄弟のRM。平均樹齢65年と高樹齢で単一品種、単一区画にこだわり、ワイン的なアプ

ローチで造っている、まさに"Vin de Champagne"。ピノ・ブランもブレンドしたキャトル・セパージュはエレガントで繊細な味わいです。

商品名

グラン・クリュ・ブラン・ド・ブラン・キュヴェ・ド・レゼルヴ

＜コート・デ・ブラン＞オジェのグラン・クリュ、５代続く老舗シャンパーニュメーカーでありながら、これまでそのほとんどをフランス国内のレストランや個人客に販売していました。農林省公認のリュッ
ト・レゾネ認証「HVE」も取得予定で、ピュアなぶどうの旨味を引き出しています。さわやかな柑橘の香り、繊細でオジェならではの硬さも持ち合わせた女性らしいワインとなっています。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

イタリア トレント フェッラーリ 辛口 シャルドネ 100％

イタリア ヴェネト マァジ 辛口
ピノ・グリージョ80%、
ヴェルドゥッツォ20%

イタリア ピエモンテ トスティ 辛口 グレーラ 100％

イタリア フリウリ コッラヴィーニ 辛口
シャルドネ50％、ピノ・

グリージョ50％

イタリア ピエモンテ ペルリーノ 辛口
トレッビアーノ、シャル
ドネ、ピノ・ビアンコ

※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。

イル・グリージョ

緑色の輝きをもつ淡い麦藁色。長く続く繊細な泡立ちです。新鮮なリンゴや洋梨、香ばしい焼いたパンのような香りが混じり合い、柑橘類を感じさせるアロマティックな味わいと長い余韻が特徴のスプマンテ
です。

カノーヴァ・ブリュット

明るい輝きを持った麦わら色。フレッシュでフルーティな心地よい香りとバランスのとれた酸が印象的なワインです。サクラアワードでダブルゴールド賞を受賞しました！

モクセ

繊細な花の香りと共にフルーツと柑橘のアロマ。　シャープな酸とまろやかな風味が特徴的のスパークリングです。バランスのとれたボディで長い余韻が続きます。

トスティ・プロセッコ

フレッシュで柔らかなアロマ、デリケートな果実香が美しく香ります。いきいきとした泡立ちと丸みのある味わい、ほのかにビターな後味がアクセントとなり、清涼感のある心地よい余韻が長く続きます。生
き生きとした辛口でシチュエーションを問わず楽しめるワインです。

2022年　冬のリカーセレクション

No.006 フェッラーリ入り大満足イタリアのスプマンテ5本セット

イタリアを代表するキング・オブ・スプマンテ「フェッラーリ」を含む銘醸ワイナリーの辛口スプマンテを贅沢にセットにしました。イタリアならではの品種
から国際品種を使用した様々な味わいを堪能していただけます。

お手頃な価格ながら本格的な味わいが魅力のスプマンテは大人数で飲む時だけでなく、特別なシーンにもおすすめです。

商品名

フェッラーリ・ブリュット

緑色の輝きを持つ麦わら色、きめ細かい豊かなペルラージュ。熟れたゴールデンデリシャスのりんご、野の花の濃い香り、ほのかにイーストを感じさせるフレーバー。フレッシュで、軽く心地よい熟れた果実
の余韻が長く続くバランスのよいワインです。



 

559

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 コントラット 未定 辛口
ピノ・ネーロ、シャルド

ネ

イタリア ロンバルディア モンテ・ロッサ NV 辛口
シャルドネ、ピノ・ネー

ロ、ピノ・ビアンコ

イタリア サルデーニャ セッラ＆モスカ NV 辛口 トルバート

イタリア ヴェネト ベッレンダ NV 辛口 グレーラ

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

※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。

”フラテッリ・コスモ”　プロセッコ・エクストラ・ドライ

フルーティな味わいながら、しっかりとした骨格を感じる、エレガントなスプマンテです。愛らしいラベルには、「愛する人と美味しいワインをシェアする喜び」をこのワインを通じて感じて欲しい、という
オーナーのコスモ兄弟（＝イタリア語で“フラテッリ・コスモ”）の願いがこめられています。

”フラテッリ・コスモ”　プロセッコ・ロゼ・エクストラ・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。

”プリマ・キュヴェ”　フランチャコルタ・ブリュット

繊細さでありながらいきいきとしていて飲み心地良く、高品質なシンプルさが感じられるフランチャコルタならではのワインです。モンテ・ロッサ社のスタンダードタイプは、フランチャコルタの法定熟成年
数18ヶ月に対し、約24ヶ月の熟成を経て造られます。華やかな香りと深みのある味わいです。

”テッレ・ビアンケ”　トルバート・アルゲーロ

“テッレ・ビアンケ”とは「白い大地」という意味。石灰質の多い白い畑からの命名です。スペインに起源をもつトルバートは、セッラ＆モスカ社がそのポテンシャルを見出し、守り続けている品種です。輝
く黄金色に豊かな香り、味わいは、まさにトルバートの特徴そのものと言えます。

2022年　冬のリカーセレクション

No.007　フランチャコルタ＆アルタランガ含む　イタリア格付けスパークリング5本セット

イタリア最高格付けD.O.C.Gのアルタランガとフランチャコルタを含む、イタリアの格付けスパークリングのセットです。それぞれの産地や品種の特徴を活かし
て造られるワインで、スパークリングワインの奥深さを感じていただけます。ミッレジマート・スプマンテ・パドセは、今注目のアルタ・ランガエリアのス
パークリングワインです。バルバレスコの名門、ラ・スピネッタ社のエノロゴ、ジョルジョ・リヴェッティ氏が監修しています。ふくよかで力強い味わいは

シャンパーニュにも負けない逸品です。プリマ・キュヴェ・フランチャコルタ・ブリュットは、フランチャコルタのトップワイナリーの1つに数えられる＜モン
テ・ロッサ社＞のフラグシップワインです。テッレ・ビアンケ トルバート・アルゲーロは、サルデーニャ島のみで栽培されているトルバート種100％使用。栽
培が非常に難しく、生産性が安定しないため希少な品種です。フラテッリ・コスモは、可愛らしいエチケットでありながら、しっかりとした骨格が魅力のプロ
セッコです。同シリーズのロゼも華やかな味わいとコクがあり、前菜からメインまでお食事を通してお楽しみいただけます。北部のピエモンテ州から南部のサ

ルデーニャ島まで、味わいやニュアンスの違いを比べながら、イタリアのスパークリングワインの奥深さを楽しめる5本です。

商品名

ミッレジマート・スプマンテ・パドゼ

世界遺産の地下セラーの中で、瓶内で澱と共に48カ月以上の熟成を経て造られるスプマンテ。ゆっくりと熟成される中で、きめ細かい泡や、アプリコットやハチミツ、スイートアーモンドのリッチかつ複雑な
香りをお楽しみいただけます。力強く、ふくよかで、洗練されたエレガントな味わいです。



 

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 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 ロワール ラングロワ・シャトー NV 辛口
シュナンブラン・シャル
ドネ・カベルネフラン

フランス ボルドー プレシャス・デイ NV 辛口
セミヨン８０% 、

メルロ２０%

フランス ブルゴーニュ ヴーヴ・アンバル 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 ラングドック
ドメーヌ・オ

リオル
NV 辛口

シャルドネ70％、シュナ
ン20％、モーザック

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。

クレマン・ド・ブルゴーニュ グラン・キュヴェ

クレマン・ド・ブルゴーニュNo.1の名門がブルゴーニュのぶどう4品種を見事に調和!!
上品な酸とふくよかな味わい、フレッシュ且つ長い余韻を感じる。

クレマン・ド・リムー メゾン・ヴィアラード エクストラ・ ブリュット

芳香に蜂蜜を垂らしたトーストのニュアンスを感じ、フレッシュで繊細な口当たり。海鮮や白身の肉にもピッタリ。

クレマン・ド・ロワール ブリュット

６つのテロワールのブドウを使用、24カ月以上の熟成。繊細な泡、花梨、桃、グレープフルーツなどの香り。フレッシュで上品な味わい。

クレマン・ド・ボルドー

アントルデュメールで1366年に創業。白い花と柑橘類の香りで表情豊かな味わい。かわいいラベルも魅力。
※ラベルが写真と異なる可能性がございます

2022年　冬のリカーセレクション

No.008　フランスのクレマン産地周遊　スパークリングワイン5本セット

アルザス、ロワール、ボルドー、ブルゴーニュ、ラングドックの5つの産地を巡る飲みくらべセットです。
キメの細かい美しい気泡と､上質な酸味をお愉しみいただける､｢泡ファン垂涎｣の５本セットです｡

クレマンとはフランス国内の認められた地域で、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やピノ・ノワールを使用することもありますが、今回のラインナップはアルザス地方ではピノ・ブランやリースリング、

ロワール地方ではシュナン・ブランやカベルネ・フラン、ボルドー地方ではセミヨン、メルロー、ラングドック地方ではモーザックを使用しており、
ぶどう品種の個性による味わいの違いもお愉しみいただけます。

シャンパーニュよりカジュアルに日常の食卓で味わえるクレマンのきめ細かな泡と優雅な酸をご堪能ください。

商品名

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。



 

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・ダンジャ
ン・エ・フィス

NV 辛口 ピノ・ノワール100%

フランス ブルゴーニュ
ドメーヌ・マニュエ
ル・オリヴィエ

NV 辛口
アリゴテ、シャルドネ、

ピノ・ノワール

フランス ロワール
ドメーヌ・デ・オ・
ド・サンズィエ

NV 辛口
カベルネ・フラン　40％
シュナン・ブラン 40％

シャルドネ 20％

フランス アルザス レオン・マンバック 2018 辛口
オーセロワ 40%、リー
スリング 30%、ピノ・

ブラン 30%

フランス ジュラ
フリュイティエー
レ・ヴィニコーレ・
ダルボワ

NV 辛口
ピノ・ノワール80％、プ
ルサール15％、トゥル

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。

クレマン・ダルザス・ブリュット・ナチュレ

年ごとの個性を尊重するミレジメタイプで、かつリキュール添加を行わないノン・ドゼタイプで、テロワールとその年の味わいを忠実に表現しています。 瓶内二 次発酵を行い、澱とともに2年間瓶内熟成させ
ます。繊細な細かい泡が立ち上がる。ライムやグレープフルーツを思わせるほろ苦い果実の香り。残糖が少なめの、非常にシャープな辛口で、泡の刺激に続いて酸味、苦み、次第にコクと共に奥深い甘みも感

じられます。

クレマン･ド･ジュラ･ロゼ

ピノ・ノワールを主体に、ジュラ地方独自の品種プルサール15％とトゥルソー5％をブレンドし、造られたフレッシュな辛口の自然派ロゼです。プルサールはジュラ特有の気候と土壌に合うように 何世紀にも
わたって順応されてきた黒ぶどう品種です。大粒で長い果皮の薄い実は香りに特徴のある 色の薄いワインをつくります。 トゥルソーもジュラ・サヴォワ地方の地場品種です。適地がそう多くはないため、生

産量の少ないブドウです。果皮が厚く、タンニンを多く含むタイプで、スパークリングやロゼワインにスパイシーな要素、複雑味を与えます。

クレマン・ド・ブルゴーニュ・ブリュット

シャンパーニュと同じく瓶内二次発酵、そして最低9か月の熟成が義務づけられる、上質なスパークリングワイン。このクレマンはブドウ品種を3種類アッサンブラージュして造ります。アリゴテでシャープな
引き締まった酸を、シャルドネで綺麗な泡と繊細な香り、味わいを、ピノ・ノワールで複雑味を表現し、ブルゴーニュならではの味わいを表現します。

ソーミュール・ブリュット

プレステージシャンパーニュ並の瓶内熟成36ヶ月。3種の葡萄が溶け込んだ透明感と柔らかさが特長です。ほのかに色づいた麦わら色。アロマは白い小花のブーケを思わせ、デリケート。口の中でムースのよ
うにふわっと広がるタッチはソフトで、羽根のよう。スッキリした飲み心地だが、終盤に果実味が広がります。

2022年　冬のリカーセレクション

No.009　フランス産の泡を堪能、シャンパーニュ&クレマン5本セット

きめ細やかな泡と優美な味わいで日常に彩りを添える美酒、シャンパーニュ。シャンパーニュ地方で造られる、スパークリングワインの最高峰で、厳格な法
律に則って造られたワインのみ、「シャンパーニュ」と名乗ることができます。また、シャンパーニュと同じ「瓶内二次発酵」で醸造された、シャンパー

ニュ地方以外のスパークリングワインのクレマン。フランスでクレマンを名乗れる産地は8つあり、各地方により使用出来るブドウ品種も定められています。
シャンパーニュはコート・デ・バール地区ピノ・ノワールを100%使用した、ブラン・ド・ノワール。黒ブドウらしい、ふくよかで柔らかな果実味で、エレ
ガント余韻が楽しめます。クレマンはブルゴーニュ、ロワール、アルザス、ジュラ地方の4種類をセレクトしました。ブルゴーニュ地方のクレマンは、使用品
種も多様で味わいも酸のきいたエレガント。ロワール地方のクレマンは、かんきつ類や青リンゴ、カリンのような風味。アルザス地方は、8つの産地の中で最
大の輸出量をほこる人気の高いエリアで、とてもさわやかな香りのすっきりとした繊細な味わいが特徴。ジュラ地方は、フランス東部、ブルゴーニュの東、

ジュラ山脈の山麓に位置し。スイスとの国境まで広がる一帯がジュラと呼ばれる産地で、クレマン・ド・ジュラは1995年に制定された、 比較的新しいAOC
（原産地統制呼称）です。様々な味わいが楽しめる、スパークリングワイン好きにはたまらないセットです。

商品名

キュヴェ・ジャン・バティスト

現当主、ジャン＝バティスト・ダンジャン氏の名前を冠したキュヴェ。料理と合わせてサーヴされる事を考えて作られた1本です。ピノ・ノワール100％のコクを感じる味わい。美しい金色。細やかな泡立
ち。フランボワーズなどのフレッシュフルーツに加え、ドライフルーツのニュアンスを感じる力強くも複雑な香り。力強く豊かなフルーツを口中で楽しめる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 シャンパーニュ ｴﾙﾍﾞｰﾙ･ﾎﾞﾌｫｰﾙ ﾄﾙ 辛口
シャルドネ、

ピノ・ノワール、
ピノ・ムニエ

イタリア トスカーナ ラ・セルヴァ ﾄﾙ 辛口 サンジョベーゼ

チリ
ヴィーニャ・
フレイレオン

ﾄﾙ 辛口 シャルドネ、ソーヴィニ
ヨンブラン、マスカット

フランス FPVD ﾄﾙ 辛口 ヨーロッパ産有機栽培白
ぶどう

スペイン モンマルサル ﾄﾙ 辛口
ガルナッチャ、ピノノ
ワール、トレパット

※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。

アルバトロス　ブラン　ド　ブラン　オーガニック

有機ぶどうから造られる、果実味が柔らかくすっきりとした味わいの中にも華やかさがある1本です。

マス　トゥーラー　カバ　ロゼ　ブリュット　オーガニック

細かく勢いのある泡立ち、ベリー系の果実味にキレある酸味がバランスよく仕上がっている、上質な１本。

ラ　セルウ゛ァ　スプマンテ　ブラン　ド　ノワール　ブリュット

有機のサンジョヴェーゼ(黒ぶどう)から造られる、果実のコクが感じられるオーガニック・スパークリングワイン。

マティナル　スパークリング　ブリュット

アロマティックな香りと豊かな果実味。泡立ちも柔らかく、飲みやすさ抜群の１本です。

2022年　冬のリカーセレクション

No.010　世界の贅沢スパークリングワイン5本セット

年末年始に大活躍のスパークリングワイン。特級畑のぶどうを使ったシャンパーニュも入った5本セットをご用意いたしました。オーガニックのサンジョベーゼ
種(黒ぶどう)から造るコクと旨味のあるイタリア産スパークリングやフランスとスペイン産のオーガニックスパークリングも含んだ、個性溢れるスパークリング

ワインをお愉しみください！

商品名

シャンパーニュ　エルベール　ボフォール　グラン　クリュ　ブリュット　カルト
オール

グランクリュ(特級畑)のぶどうから造られる、複雑な香りやぶどうのコクが見事に溶け込んだ味わい。柔らかな泡のバランスが良い、上質な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 シャンパーニュ - NV 辛口
ピノ・ノワール、ピ
ノ・ムニエ、シャル

ドネ
フランス

ヴァン・ド・
フランス

ブーティノ NV 辛口 アイレン

フランス アルザス ポール・ブルケール NV 辛口 ピノ・ブラン 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

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
イタリア ヴェネト

マスティオ・
デッラ・ロッジア

NV 辛口 ガルガーネガ

イタリア ヴェネト ペルリーノ NV 辛口 グレラ イタリア ロンバルディア
カンティネ・
ピローヴァノ

NV 辛口 ピノ・ネロ

ドイツ ナーエ
ジョセフ・
ドラーテン

NV 辛口 リースリング チリ
セントラル・

ヴァレー
VDアギーレ 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。

リースリング・スパークリング
エクストラ・ドライ・ゼクト

ルナ・ジェナ スパークリング ブリュット

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。

プロセッコ・ビオロジコ・エクストラ・ドライ キュヴェ・ディ・ピノ スプマンテ エクストラ・ドライ

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。

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。

カバ・プリメール ブリュット・レセルバ イゾラ・アルタ グラン・キュヴェ・ブリュット

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。

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。

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な味わい。

クレマン・ダルザス グレラ・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。
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。

2022年　冬のリカーセレクション

No.011　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

シャンパーニュをはじめ、世界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をメインに様々な味わいを愉しむことができます。秋の泡ライフをバラエティー豊かな彩る10本セットです。

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を
カジュアルなシーンはもちろん、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らべて、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 ルルー・プレコフ
ブリュット・トラデション

ラ・シレーヌ ブリュット

アプリコットなどの果実香に、洋梨やハチミツのニュアンス。
口当たりは滑らかで、エレガントな酸が全体を下支えし、シャンパーニュ特有の芳醇な果実味が楽しめる1本。



 

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 カナル デュ シェーヌ NV 辛口
ピノ・ノワール、ピノ・

ムニエ、シャルドネ

フランス シャンパーニュ アンリ グートルブ NV 辛口
ピノ・ノワール、シャル

ドネ、ピノ・ムニエ

ドイツ ファルツ ヨーゼフ ビファー NV 辛口
リースリング、ヴァイスブルグ
ンダー、シュペートブルグン
ダー、グラウブルグンダー

ドイツ ファルツ ヨーゼフ ビファー NV 辛口
シュペート ブルグンダー（ピノ
ノワール）

スペイン
カタルーニャ ぺデネ
ス

コヴィデス NV 辛口
マカベオ、チャレロ、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。

ゼクトハウス ビファー ロゼ ブリュット

ドイツ・ファルツでワイナリー経営する「ヨーゼフ・ビファー」日本人醸造家・徳岡史子。長期熟成した原料を使用してリリースしたロゼ泡ゼクト。高級シャンパーニュに匹敵する、長い熟成期間を得て生まれ
た円熟味のある深みあるフルーティな味わい。サーモンピンクの優しい色合い、サクランボやいちごのフレッシュな赤果実の香り。

コヴィデス ゼニウス ブリュット

コヴィデスは1964年に誕生した協同組合の生産者。ステンレスタンクや温度調節装置を導入するなど、醸造の近代化や品質の向上に積極的に取り組んでいます。きめ細やかな泡がやさしく溶け込む。果実味と
酸味・苦味の絶妙なバランスの仕上がりのカヴァです。

アンリ グートルブ トラディション ブリュット

アインリグートルブはアイ村に拠を構える家族経営のレコルタンの作り手。トラディション　ブリュットは毎年同品質の水準を保つために、リザーブワインを15％加えています。瓶内二次発酵後、カーヴで最低
でも3年間寝かせます。グレープフルーツや金木犀の香りがして味わいに深みがある辛口シャンパーニュ。

ゼクトハウス ビファー キュヴェ ゼクト ブリュット

ドイツ・ファルツでワイナリー経営する「ヨーゼフ・ビファー」日本人醸造家・徳岡史子。長期熟成した原料を使用してリリースしたゼクト。高級シャンパーニュに匹敵する、長い熟成期間を得て生まれた円熟
味のある深みあるフルーティな味わい。いきいきとしたレモンやオレンジの柑橘系の香り。

2022年　冬のリカーセレクション

No.１２　シャンパーニュ2本含む！瓶内2次発酵スパークリングワイン5本セット

シャンパーニュ白が2本も入った、瓶内２次発酵のスパークリングワインのみの贅沢なセットです。シャンパーニュの他には、ドイツのゼクト白・ロゼが各１
本、、スペイン・カヴァ白１本をセレクトいたしました。シャンパーニュはフランスの現地でもトップクラスで人気の＜カナール・デュ・シェーヌ＞とグラン・
クリュであるアイ村に本拠地を持つ＜アンリグートル＞を飲み比べ頂けます。ドイツのゼクトは日本人醸造家・徳岡史子が熟成した原料を使用して造りあげた白
とロゼ。高級シャンパーニュに匹敵する長期熟成ゼクトです。スペインのカヴァは飲食店でも長年にわたり使用される質の良いカヴァ。フランス・ドイツ・スペ

インと個性豊かで本格的スパークリングワインの飲み比べができる５本セットです。

商品名

カナル デュ シェーヌ ブリュット

カナール・デュ・シェーンは樽職人のヴィクトル・カナールとブドウ畑の娘レオニー・デュシェーヌの結婚により生まれた１５０年の歴史あるメゾン。緑がかったペールイエロー。柑橘類や白い花を想わせる香
り。30カ月の熟成と芸術的なアッサンブラージュ。洗練されたフレッシュさが光る正統派。



 

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 ロワール渓谷 ブヴェ・ラデュベ NV 辛口
シュナン・ブラン90%、シャルド

ネ10%

イタリア ヴェネト ナターレ・ヴェルガ NV 辛口 ピノ・ビアンコ

イタリア
フリウリ・ヴェネ

ツィア・ジューリア
ゾーニン NV 中辛口 グレーラ100%

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

プロセッコ D.O.C. スペシャル・キュヴェ ミッレジマート

細やかな泡立ち。アーモンドなどナッツ系の香ばしい香りとリンゴなど爽やかな味わいで、
酸味のバランスがとても良く、飲み飽きしない1本です。

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。

サフィール・ソーミュール ブリュット・ヴィンテージ

新鮮でバランスが良く、クラス感のあるスパークリングワインです。素晴らしい熟成感とエレガントなブレンドから絶妙なハーモニーがもたらされています

スプマンテ ブリュット

柑橘系果実の香り、白い花、パッションフルーツ、タイム、オレガノ、バニラ。豊かな果実味に心地良い苦みが感じられます。

2022年　冬のリカーセレクション

No.013　シャンパーニュ入り ヨーロッパのスパークリングワイン5本セット

シャンパーニュを始め、ヨーロッパの伝統産地のスパークリングワインを愉しめるお得なセットです。

【シャンパーニュ】
<ポール・ベルトロー> キュヴェ・レゼルヴ：黒ぶどう主体で凝縮感のあるしっかりした味わい、

3年熟成のワインがもたらすフィネスとしっかりとした構成に魅了されます。

【クレマン】
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、

シャンパーニュと同じ瓶内二次発酵による伝統的な製造方法で造られるスパークリングワインです。
<ブヴェ・ラデュベ>サフィール・ソーミュール ブリュット・ヴィンテージ

シュナン・ブランの骨格とシャルドネの切れ味のバランスが秀逸。

【スプマンテ】
イタリア語でスパークリングワインを示します、イタリアで造られる全てのスパークリングワインが“スプマンテ”です。

“プロセッコ”や“フランチャコルタ”は製法や使用品種が限定されているスプマンテの一種です。
<ナターレ・ヴェルガ>スプマンテ ブリュット：豊かな泡立ち、豊かな果実味に心地良い苦みが感じられます。

<ゾーニン>プロセッコ D.O.C. スペシャル・キュヴェ ミッレジマート：アーモンドなどナッツ系の香ばしい香りとリンゴなど爽やかな味わいで、酸味
のバランスがとても良く、飲み飽きしない1本です。

【カヴァ】
スペインの特定地域でシャンパーニュと同じ瓶内二次発酵製法を用いて生産されるスパークリングワインです。

<ロジャーグラート>カヴァ ゴールド・ブリュット レセルバ
平均18～24か月の瓶内熟成を経てリリース、豊かなアロマと心地よい酸味、リッチな熟成感のバランスのいい味わいです。

商品名

キュヴェ レゼルヴ

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。



 

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 カネッラ - 辛口 グレラ100％

イタリア ヴェネト カネッラ - 辛口 グレラ100％

イタリア ヴェネト カネッラ - 辛口
グレラ85％シャルドネ

15％

イタリア ヴェネト カネッラ - 辛口
グレラ85％ピノ・ネーロ

15％

イタリア ヴェネト カネッラ - 辛口 グレラ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。

リド　プロセッコ　DOC　ロゼ　ブリュット

グレラ 種・ ピノネーロ 種の良さを合わせて造る新DOC（2020）「プロセッコ・ロゼ」ピノ・ネーロの優しい香りが心地よい。

マルキオ　ストリコ　プロセッコ　スペリオーレ　コネリアーノ　バルドッビ
アーデネ　DOCGブリュット　エクストラドライ

最優良地域’コネリアーノバルドッビアーデネ’より収穫された葡萄を使用。歴史的商標’マルキオ・ストリコ’記念ラベル。’エクストラドライ’

プロセッコ　DOC　エクストラドライ

グレラ種の個性を十分に引き出した’エクストラドライ’。柔らかに広がる香りが特徴的。

リド　プロセッコ　DOC　ブリュット

上品なフローラルノート、青りんごや洋梨などのフルーティな香り。キュートなラベルが特徴的。

2022年　冬のリカーセレクション

No.014　ヴェネトの老舗〈カネッラ〉が造る辛口スプマンテ5本セット

イタリア経済開発省が「国益としての歴史的商標」として制定した「マルキオ　ストリコ」。イタリア国内企業の商品・商標で、50年以上の長期に渡り継続的
に更新し、使用され続けていること、が条件で、＜カネッラ社＞の2つのロゴが歴史的商標として認められています。この「マルキオ　ストリコ」を取得するス

プマンテの老舗、＜カネッラ社＞が造る、辛口スプマンテ5本を三越伊勢丹先行販売品としてご紹介いたします。
味わいはどれも、ブリュット、エクストラドライいずれかの辛口です。

＜カネッラ社＞のスパークリングは、小粒で上品な泡立ち、穏やかで綺麗な酸味、フレッシュで丸みを帯びたテイストが特徴です。

商品名

プロセッコ　スペリオーレ　コネリアーノ　バルドッビアーデネ　DOCGブ
リュット

最優良地域、コネリアーノからバルドッビアーデネにかけての丘陵地帯から収穫された葡萄を使用。繊細できめ細やかな泡立ちが特徴。



 

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
ジエジャコ・フレー
ル

ＮＶ 辛口
ピノ・ノワール80、シャ
ルドネ10、ピノ・ブラン

10

フランス
ギョーム・ドゥ・
ヴェルジィ

ＮＶ 辛口 シャルドネ100

イタリア ロンバルディア カヴァッレーリ ＮＶ 辛口 シャルドネ100

イタリア ヴェネト
コッリ・ヴィチェン
ツィーニ

ＮＶ 辛口 ガルガネーガ100

スペイン カタルーニャ パルシェット 2019 辛口
パンサブランカ1/3、マ
カベオ1/3、パレリャー

ダ1/3

スペイン カタルーニャ パルシェット 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。

カバ・ブルット・ロゼ

深みの有る味わいと長い余韻を堪能できる、星付きレストラン・ホテルで重宝される高い次元の品質を持つ。
優しい色合い、まろやかで滑らかな最初の印象の後、しっかりとした酸味が広がる。

キュヴェ・ディ・モンテッキ・エクストラ・ドライ

珍しいガルガネーガ種主体のスプマンテ。柔らかい泡立ち。
フルーティで洋ナシやマスカットの香り。ミネラル感も有り、アンティパストに合わせやすい。

カバ・ブルット・キュベ21・ウィズ・オーガニック・グレープス

試行錯誤の上№21のタンクで生み出され、ロンドンのシャンパーニュ通を唸らせた高品質オーガニックカバ。
しっかりとしたミネラルを感じる辛口で、キレが良くシーフードとの相性は抜群。

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。

フランチャコルタ・ブラン・ド・ブラン・ブリュット

優美な香りと味わいが特徴。果実味が心地よく広がり泡立ちが溶け込むように旨みに変わる。品の良いドライなフィニッシュ。
自然派の生産者が一番重要視するワイン造りの情熱を捧げた逸品。

2022年　冬のリカーセレクション

No.015　シャンパーニュとフランチャコルタを含むスパークリングワイン6本セット

シャンパーニュとフランチャコルタの代表銘柄を含む旧世界から集めたセットです。
フランス・イタリア・スペインのそれぞれの製法で造られた味わいをお愉しみいただけます。

冬の集いやパーティに華やかでピッタリなセットです。

商品名

シャンパーニュ・ジエジャコ・コレクション・ブリュット

ドザージュ8g/L。可憐な白い花や熟した青リンゴ、洋ナシの華やかな香り、ピノ・ブランから複雑で豊潤で滑らかな味わいももたらされる、
様々なシーンでお楽しみ頂ける高品質なシャンパーニュ。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

フランス シャンパーニュ ピエール・ジモネ NV 辛口 シャルドネ100％

フランス シャンパーニュ ジュール・ラサール NV 辛口
ピノ・ムニエ60%　シャ
ルドネ20%　ピノ・ノ

ワール20%

フランス シャンパーニュ ラミアブル NV 辛口
ピノ・ノワール60%

シャルドネ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。

キュヴェ・プレフェランス・ブリュット・プルミエ・クリュ

ジュール・ラサールのフラッグシップ・キュヴェ。輝く黄色で、青リンゴやレモン、ハーブなどの香りが立ち上り、時間とともに、黄色い果実の香りを感じられるようになります。甘草やフェンネルのほのか
なニュアンスがあります。口に含むと、白亜質土壌に由来する豊かなミネラル感を伴った爽やかさが弾け、ふくよかな丸みを感じるテクスチャーが魅力です。フィニッシュにかすかな塩っぽさがある、余韻の

長い美味しいシャンパーニュです。

テール・デトワール・グラン・クリュ・ブリュット

ラミアブルのスタイルを表現したキュヴェです。ピノ・ノワール60%とシャルドネ40%をブレンド。リザーヴワインを贅沢に40％ブレンドし、20～30ヵ月以上の熟成をしてリリースされます。
レモンやグレープフルーツ、白桃などの果実のアロマに、アーモンドなどのニュアンスが漂います。フレッシュな果実味が印象的。美しい酸味と仄かに感じるミネラルが全体にエレガンスを与え、繊細ながら

も奥行きのある味わいにまとめています。

2022年　冬のリカーセレクション

No.16　地区別シャンパーニュ小規模生産者飲みくらべ3本セット

個性が光るシャンパーニュの競演！小規模生産者飲み比べ3本セットです
シャンパーニュ地方のモンターニュ・ド・ランス、コート・デ・ブラン、ヴァレ・ド・ラ・マルヌ、それぞれの地区の小規模生産者が造る個性的なシャンパー

ニュをセットにしました。
ピエール・ジモネはコート･デ･ブランの中心でシャンパーニュを造り続けるシャルドネのスペシャリストです。洗練された緻密さのある、エレガントなシャン

パーニュとしてフランス国内において圧倒的な人気を得ております。
ジュール･ラサールは､1942年にランスのモンターニュ･ド･ランスで設立されました。現在は102歳を迎えた妻オルガと娘のシャンタル、孫娘のアンジェリー
ヌの女性3代で運営しています。過去には、ワイン評論家ロバート・パーカー氏による５つ星の評価を受け、ワイン・スペクテーター誌においては高得点の93

点を獲得しました。
ラミアブルは、ヴァレ・ド・ラ・マルヌ地区にある歴史のある家族経営生産者です。ローラン・ペリエ社から畑を譲ってもらいブドウ栽培のみ行っていました

が、1950年から自身でシャンパーニュを造り始めました。
ワイン・アドヴォケイト誌からは、「シャンパーニュであまり知られていないグラン・クリュの村の1つである、トゥール・シュル・マルヌ村を拠点とする、ラ
ミアブルの2つのシャンパーニュに私はかなり感銘を受けた。これらのワインは申し分のない品質と、グラン・クリュの威厳を持ち合わせている。」と絶賛され

ています。
豊かな個性を飲みくらべ頂きながらお愉しみ下さい。

商品名

キュイ・プルミエ・クリュ・ブラン・ド・ブラン

一級畑のキュイ村のシャルドネを使用。生産年を主として、過去5年間分のタンクではなくボトルで保存していたリザーヴワインを厳選、ブレンドしています。澱を除く際には、シャルドネのミネラル感と新
鮮さを失わないように最小限のドサージュを行っています。適度に熟した爽やかな柑橘系果実の風味に、フレッシュでキレのある酸と柔らかくきめ細かな泡立ちにコクを備える仕上がりが特徴的です。ピエー

ル･ジモネのスタイルを見事に表現しています。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

イタリア ロンバルディア ビオンデッリ NV 辛口 シャルドネ100%

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35％、

ピノ・ムニエ46％、
ピノ・ノワール19%

フランス シャンパーニュ マイィ NV 辛口
ピノ・ノワール75％、

シャルドネ25％

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％

フランス シャンパーニュ R＆L ルグラ 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。

トラディション、プルミエ・クリュ,ブリュット

黄金色の非常に輝かしい色合い。
ドライフルーツの香りと柑橘系のグレープフルーツやレモン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、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。

ブリュット・リザーヴ、ケント

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。
深い黄金色、濃厚でリッチな味わい、泡は繊細で持続します。蜜のある青リンゴの香りにレモン、白リンゴ、ピーチ、トーストしたナッツのニュアンスも加わっています。味わいは果実味が主体で、赤リン

ゴ、鮮やかな赤いベリーの果実、繊細な桃のフレーヴァーも感じられます。エレガントで丸みのある長い余韻。

ベリーズ・ユナイテッド・キングダム・キュヴェ、グランクリュ、ブリュット

3年以上の熟成を経たシャンパーニュは、力強く、エレガント、リッチでありながらバランスが良く、ジンジャーブレッド、レモングラス、スイカズラの香りが感じられます。質の高いグラン・クリュの果実
味が、長く、深みのあるフィニッシュに明確に現れています。

2022年　冬のリカーセレクション

No.017　シャンパーニュ含む、冬に愉しみたいフランス・イタリア・英国スパークリングワイン５本セット

英国の老舗ワイン商「ベリー・ブラザーズ＆ラッド」が冬の食材に合わせてお愉しみ頂けるようシャンパーニュ、フランチャコルタ、イギリスのスパークリン
グワインを厳選してご用意しました。シャンパーニュは３本の飲み比べ、シャルドネのみを使用して造られたフランチャコルタ、近年注目されているシャン

パーニュと同じ品種、製造方法で造られるスパークリングワインを贅沢に味わうセットにしました。

注目のイングリッシュスパークリングを造る＜ガズボーン・エステート＞はイギリスを代表するスパークリング・ワインを生産している事で知られるイギリス
の大手ワイナリーで、2013年にはIWSC(インターナショナル・ワイン・アンド・スピリット・コンペティション)でイギリス・ワイン・プロデューサー・オ

ブ・ザ・イヤーを獲得するなど、イギリスを代表するワイナリーの１つの地位を獲得しています。
また温暖化によるぶどうの生育範囲の北上により近年ではイギリス南部でも良質なぶどうが収穫でき、また土壌がシャンパニュ地方に似ていることからも、

特にスパークリングワインは注目を浴びる存在になっております。

商品名

フランチャコルタ、ブリュット

藤の花のような香りに柑橘類、桃、アプリコットゼリーなどのアクセントが加わり、アフターにはローストしたアーモンドや、アーモンドの砂糖菓子、リコリスのニュアンス。味わいは柑橘や、シトロンの皮
の砂糖漬けを際立ったフレッシュさが追いかける。ミネラル風味と一体感のある素晴らしい液体。リコリスの風味が残る。



 

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
ポール・ダンジャ
ン・エ・フィス

辛口
ピノ・ノワール80％、

シャルドネ15％、ピノ・
ムニエ5％

フランス ラングドック アルマ・セルシウス 辛口 シャルドネ100%

イタリア ピエモンテ
ウンベルト・フィオー
レ

辛口 コルテーゼ100％

スペイン アラゴン
ボデガス・サン・ア
レハンドロ

辛口 ガルナッチャ100％

フランス ボルドー
ヴィニョーブル・ム
ルグ

ミディアムボディ
メルロ56％、カベルネ・
ソーヴィニョン27％、カ

ベルネ・フラン17％

フランス
ヴァン・ド・フラン
ス

パケ・モンタニャッ
ク

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。

ヴァン・デ・シャポニエール・ピノ・ノワール

ブドウはロワール地方、ラングドック地方、そしてボジョレー地方のものを使用します。ブドウは完熟より少し早めのタイミングで収穫し、十分な酸味を残した張りのある味わいを表現します。低温下で発酵
を行います。ステンレスタンクで６か月熟成させ、瓶詰します。ラズベリー、クランベリー、ブルーベリーなど、数種のベリー類を思わせる華やかなアロマ。続いて紅茶やシナモンのようなスパイス感も。や

や軽めで爽やかな酸味があり、サラサラとした滑らかなタンニンがスマートな印象。シンプルで、フレッシュ感を楽しむワインです。

ヴィニャス・デ・ミエデス・ロサード

ワイン初心者から愛好家まで、肩肘張らずに気楽に楽しめるワイン、でもヘルシーで、安心して飲めるワイン。さらに、ブドウ畑もサスティナブルで、自然環境にも健康的なワイン。ヴィーガンに適したワイ
ンであり、低糖質、低亜硫酸塩（低ＳＯ2）、低ヒスタミン、 グルテン・フリー、そしてカーボンニュートラル。ワインの品質にこだわるのと同じくらい、飲む人や環境を考えて生み出されました。ブーケを

思わせる華やかなフローラル香と、フレッシュないちごのアロマ。キリリとした辛口。

レ・ドゥーザニモ

サンテミリオン最高峰シャトー・アンジェリュスのユベール・ド・ブアール氏がコンサルタントとして関わる、トリプル金賞受賞ワインです。深いルビー色、密度の高い、濃い色調。まずブラックベリーのア
ロマが芳醇にグラスから香ります。口に含むとミディアムボディのちょうど心地よいバランスを感じ、タンニンと果実味が綺麗にまとまりながら口の中に広がります。徐々に複雑な果実味、ラズベリーやスグ

リを思わせる赤い果実の香りが広がり、複雑味が増していきます。

クロワ・サン・タデール・シャルドネ

毎年安定して良いものを作り、コンクールに出品、毎年金メダルを取得してきた生産者「アルマ・セルシウス」。美しいミディ運河が流れる町、ベジエを本拠地とするワイナリー。南仏の厳しい自然と共生す
るように、こだわりの自然派栽培を行い、高品質なワインだけを作り続けています。スターフルーツ、ゴールデンデリシャス、柑橘系の爽やかな香り、ネクタリンのようなボリュームのある香りも徐々に出て

きます。ほんのり白コショウやハーブの香りも。濃い色、ボリュームのある香りと裏腹に、シャープな酸の通った芯のある味わい。クリーミーで、滑らかな酒質も魅力です。

ピエモンテ・DOC・コルテーゼ

コルテーゼ種は、イタリアのブドウ品種の中でも、特にキレのある酸、フレッシュな味わいやミネラルを持ち、シーフードに素晴らしく合う白ワインとして一挙に評判を呼びました。緑がかった、明るい麦わ
ら色の色調。とても生き生きとして、フレッシュな香り、レモンやライム、グリーンアップルを思わせるアロマに、ハーブやドライフラワーの香が混じります。生き生きとした、フレッシュな味わい。するす

ると美味しく飲めてしまうような滑らかなミネラル感の喉越しも魅力です。

2022年　冬のリカーセレクション

No.023　年末の食卓を彩る、おせちや和食と合わせる6本セット

年末年始の食卓を彩るワインは、料理に合わせやすいワインがあると重宝します。今回は和食やおせちに合わせる事をテーマとしたワインをセレクトしまし
た。前菜からメインディッシュまで対応出来る、ワイン漫画神の雫の続編「マリアージュ」掲載シャンパーニュ。果実味と酸味のバランスが取れたラング
ドック産のシャルドネ。イタリア産のコルテーゼはスッキリとした味わいで、特に魚介系のお食事と抜群の相性を見せます。ロゼワインはフレッシュで

チャーミングな果実味とキレイな酸が特徴。肉料理・魚料理のどちらにも合わせられます。ボルドー産の赤ワインは、メルロが主体の為、柔らかな口当たり
で、肉料理はもちろんの事、味噌や醤油を使った和食料理ともマッチします。ロワール地方、ラングドック地方、そしてボジョレー地方の上質なピノ・ノ

ワールを厳選し醸造した赤ワイン。個性豊かなワインを取り揃えました。また近年のトレンドとして、おせち料理も和洋中がセットになっていたりと、幅広
いバリエーションとなっておりますが、今回のラインナップのワインは様々なバリエーションの料理にも合わせやすいアイテムを取り揃えておりますので、

親しい人が集う楽しい時間に彩りを添える、汎用性の高いワインセットです。

商品名

ブリュット・ダンジャン・フェイ

 ピノ・ノワールとシャルドネを主体にクラシカルなシャンパーニュとしての魅力を表現。30か月以上の瓶内熟成を行い、複雑で奥行きのある味わいを作り出します。香りにはまずライム、ハーブや花束、リ
ンゴ、蜜、マカロンのような甘い香りも感じます。すっきりとした爽やかさがあってピュアな味わい。フルーティさと適度なヴォリューム感があり、これ単体で飲むのはもちろん、「前菜からデザートまで通

すことができる」バランス感で、どんな料理にも合わせられます。まさにクラシックな魅力ある、均整のとれた1本。



 

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 バスク カーヴ・イルレギ フルボディ
タナ60%,カベルネ・フラ
ン20%,カベルネ・ソー

ヴィニヨン20%

スペイン バスク イルスタ ミディアムボディ オンダラビ・ベルツァ

スペイン ナバラ
カスティーリョ・デ・
エネリス

ミディアムボディ

ガルナッチャ50％、カベ
ルネ・ソーヴィニヨン

30％、メルロ10％、テ
ンプラニーリョ10％

スペイン ナバラ
カスティーリョ・デ・
エネリス

フルボディ
カベルネ・ソーヴィニヨ
ン４0％、メルロ40％、
テンプラニーリョ20％

スペイン ソモンターノ オベルゴ フルボディ
カベルネ・ソーヴィニヨ
ン、ガルナッチャ・ティ

ンタ､メルロ

※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。

各単品に関する説明を記入してください

レセルバ

深みのあるチェリーレッド。熟した果実のアロマで、赤系果実のほか、樽由来のキャラメル、焙煎香、チョコレートのニュアンスも感じる。口に含むと、非常にエレガント
で、しっかりと熟した、こなれたタンニンが特徴のワイン。

パルセラリオ

深く輝きのある甘美な色合い。熟した黒系ベリーの香りにオリエンタルなスパイスの香りがまじり、複雑で奥行きのあるワインとなっています。フルボディで余韻が長く
つづきます。

ゲタリアコ・チャコリーナ・ティント・イルスタ

【チャコリ・デ・ゲタリア】美食の街スペイン・バスクでもめずらしい赤のチャコリ。スティルタイプで果実味豊かな味わいで、艶のあるチェリーレッド。イチゴやクロスグリの赤系・黒系果実のアロマの背
後に、樹木やハーブの香りが重なります。味わいはフレッシュで、果実味と酸味がバランスよく調和し、長い余韻とともに香りの複雑さを楽しめます。セミハードタイプのチーズ、生ハムやベーコンなどの加

工肉、白身の肉料理、豆の煮込み料理などとよく合います。

クリアンサ

濃いチェリーレッド。香りは表現豊かで複雑味があり、エレガントなワインで、リコリス、黒系果実、ケーキ、チョコレートのニュアンスも感じる。口に含むと、力強く、熟した味わいで、エレガント。タン
ニンのこなれた、余韻が長く楽しめるワイン。

2022年　冬のリカーセレクション

NO.24「美食の街」バスクから　フレンチバスク＆スペインバスクのワインを含む赤ワイン

果実の厚みが特徴のフレンチバスクとスペインバスクでも大変珍しいチャコリの赤が揃った、美食の街のワインを満喫できるセットです。果実味豊かなスペイ
ンの赤ワインも入り冬の食卓で大活躍です。

＜カーヴ・イルレギー＞フレンチ・バスク唯一の「AOPイルレギー」を支える協同組合。地元で愛されており、フランス国内での消費が95%で、毎年ほぼ売り
切れてしまうため、国外で見つけることは難しいワインです。濃いガーネット色、赤系の果物と樽熟成からくるフュメやモカ、バニラが素晴らしいハーモ

ニー。力強さと柔らかさのある味わいで余韻もとても長く、ジビエ料理、赤身肉と相性が良いワイン。
＜イルスタ＞オンダリビアの町唯一のチャコリメーカーです。クラシカルながら洗練され現代的に進化したこのチャコリは、アルザック（3つ星）、マルティ
ン・ベラテサギ（3つ星）をはじめ数多くの星付きレストランで採用されています。チャコリは９０％以上白ワインのため黒ブドウであるのオンダラビ・ベル
ツァはスペインバスクではほとんど造られず、現地でも大変珍しいチャコリの赤ワインです。艶のあるチェリーレッド。イチゴやクロスグリの赤系・黒系果実
のアロマの背後に、樹木やハーブの香りが重なります。味わいはフレッシュで、果実味と酸味がバランスよく調和し、長い余韻とともに香りの複雑さを楽しめ

ます。セミハードタイプのチーズ、生ハムやベーコンなどの加工肉、豆の煮込み料理などとよく合います。
＜カスティーリョ・デ・エネリス＞もうひとつのバスクといわれるナバラの新進気鋭のワイナリー。健康で良質なぶどうから、新設された最新の醸造設備で丁

寧にぶどう本来の旨味を引き出すようにワイン造りを行っています。料理とも合わせやすい味わいは、世界各国で愛されています。
クリアンサは濃いチェリーレッドで香りは表現豊かで複雑味があり、エレガントなワインで、リコリス、黒系果実、ケーキ、チョコレートのニュアンスも感じ
ます。レセルバは深みのあるチェリーレッド。熟した果実のアロマで、赤系果実のほか、樽由来のキャラメル、焙煎香、チョコレートのニュアンスも感じる。

口に含むと、非常にエレガントで、しっかりと熟した、こなれたタンニンが特徴のワイン。
＜オベルゴ＞ソモンターノの中でも最上のぶどうを生産するピレネー山脈の麓、サカスティーリャ渓谷に設立された家族経営の小規模生産者です。標高700ｍ
に位置するこの地域は、その寒暖差の恩恵もあり高品質なぶどうがつくられています。深く輝きのある甘美な色合い。熟した黒系ベリーの香りにオリエンタル

なスパイスの香りが交じり、複雑で奥行きのあるワインとなっています。

商品名

イルレギー・ルージュ・ミニャベリー

【フレンチ・バスク唯一のAOCイルレギー】色は濃いガーネット色、赤系の果実と樽熟からくる素晴らしいハーモニー。タンニンは細かくなめらかで余韻もとても長い。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

南アフリカ エルギン
シャノン・ヴィン
ヤーズ&ワイン

2020 辛口 シャルドネ100 %

フランス ブルゴーニュ
アンリ・ド・ブル
ソー

2020 辛口 シャルドネ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

2019 辛口
グルナッシュ・グリ85

%　マカブー15 %

南アフリカ ウェスタン・ケープ
ベルタス・フォー
リー

2021 辛口 シャルドネ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 2020 辛口 シャルドネ100 %

アルゼンチン
カルチャキ・ヴァ
レー

ボデガ・エル・エス
テコ

2021 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。

ドンダビ　シャルドネ レゼルバ

リンゴ、洋梨、パイナップルなどの果実香と、樽熟成によるバターやハチミツのニュアンス。柔らかで丸みのある味わいが口の中に広がる。バランスの取れた酸味で、洋梨やリンゴのノートがある。

バリスタ　シャルドネ

シトラスと熟した桃の華やかな香り。シトラスのニュアンスが感じられ、セイヨウスグリとヴァニラオークのリッチで長い余韻が続く。

d.A.　シャルドネ・リムー・リザーヴ

60%を樽でマロラクティック発酵。バター、ナッツ、パイナップル、ライムの香りなどが複雑に絡み合っている。口当たりは柔らか。厚みのあるリッチな味わいで、程よい酸味が味わいを引き締める。長い余
韻が楽しめる。

アンリ・ド・ブルソー　ブルゴーニュ　シャルドネ

リンゴ、レモン、ライムなどの果実香にミネラルのニュアンスが感じられる。果実味豊かで、ミネラルやナッツのニュアンスを感じさせる、デリケートでエレガントな味わい。オーク樽で10ヶ月熟成。

シャトー・ロリガ　ソレイユ・ブラン

黄桃、アプリコット、プラムのストーンフルーツ系の果実に、パインのようなトロピカルフルーツのニュアンス。樽由来のトースト香、ナッツの香りがある。柔らかなコクがあり、しっかりとした酸味のふく
よかな芳醇タイプ。発酵が終わるまで樽の発酵槽で行う。定期的に撹拌作業を行いながら数ヶ月樽熟成。

2022年　冬のリカーセレクション

No.025　樽熟成こくまろ白ワイン6本セット

白ワインのなかでもコクのあるタイプは、冬の寒い時期にぴったりのワインです。14 ℃ ～ 15 ℃位の冷やしすぎ
ない温度帯でお召し上がりいただくとより一層、豊かで芳醇な香りをお楽しみいただけます。また樽熟成で仕上げ
ているため、しっかりと飲みごたえのある味わいが特徴です。クリームソースを使ったお料理やラクレットやチー
ズフォンデュなどのチーズ料理と相性の良いワインです。口当たりまろやかでじんわりと旨味が広がる味わいをお

楽しみください。

商品名

シャノン　オスカーブラウン　シャルドネ

レモンやライムの柑橘系の香りに、はっきりとしたミネラルの印象を感じられる。樽熟成、澱からくる旨みと柔らかさに、高い酸味と華やかさのある柑橘系のニュアンスが鮮烈。ややエッジのきいたミネラル
のトーンが味わいを引き締めている。



 

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 ボルドー クロ・リュネル 2011 フルボディ
メルロー80%、カベルネ・ソー

ヴィニョン10%、カベルネ・フラ
ン10%

フランス ラングドック シャトー・リヴィエール・ル・オー フルボディ
シラー40％、グルナッシュ
40％、ムールヴェドル20％

イタリア シチリア ワインピープル フルボディ ネロ・ダヴォラ

スペイン アラゴン エステバン・マーティン フルボディ
ガルナッチャ、カベルネ･ソーヴィ

ニョン

スペイン リオハ ボデガス・エスクデロ 2011 フルボディ
テンプラニーリョ70％ ガルナッ

チャ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。

ヴィネム・レセルバ

プラムやブルーベリーのアロマと共に、ハーブや香木を思わせる香り、 徐々にコーヒーやタバコ、チョコレートのニュアンスが出てきます。 飲み口はとても滑らかでアルコールの甘みも感じます。 タンニンの渋み、甘み、酸味の要
素がそれぞれ感じられますが、 1時間ほどするとバランスよく纏まり、深みのあるどっしりしたフルボディのワインとしてゆっくり楽しめます。 少なくとも飲む1時間前に開栓するのがおすすめです。

ラソン

Vino de Autor（醸造家のこだわりのワイン）として造られる、D.O.c.a.の法律に縛られないワインです。平均樹齢は35年、うちグルナッシュは樹齢70年以上の古木です。ロバート・パーカー氏の評価では、過去に89点が付けられ
ています。生産者エスクデロのこだわりにより、 ろ過を最低限しか行わず飲み頃まで熟成させてから出荷されているため、 通常のワインに比べ濁りが見られたり、瓶内熟成の過程で生じる澱がボトル内に見られることがあります。
これらは100％ブドウからワインへの醸造過程で生じるもので、仮にお口に入ったとしても健康上問題はございません。甘いブーケとよく熟したプラムやイチゴ、僅かに混じる心地よいバニラの香り、複雑性のある印象を受ける。口

に含むと甘い樽のニュアンス、そしてプラムの味わいを感じる

クラシック・ルージュ

シャトー・ラフィットで醸造責任者を務めた、エリック・ファーブル氏が手掛けるワイン。ラングドック最高峰“クリュ”に認定されるラ・クラープの畑に、ボルドー最高峰で培った技を惜しみなく注ぎ、情熱のままにワイン造りに
取り組んでいます。黒く熟したプラムを丸かじりするような、一杯の香りと果実味。 プルーン、アメリカンチェリー、ブラックベリーの香りと、黒蜜やなめし皮、 それにハーブが混じるような複雑な香りが広がりますが、 ポイント

はあくまでシンプルで美味しいと感じる果実味です。

ネロ・オロ・ダヴォラ

高級ワイン「アマローネ」と同じ「アパッシメント」製法で醸造。収穫したブドウを陰干しし、ブドウの果実から余分な水分を飛ばす製法の事で濃密な味わいを表現しています。輝きのある、深いガーネットの色調。ドライチェ
リー、ドライプルーン、ブラウンシュガーにバイオレット、甘草、シダーウッドの香り。インパクトのあるバニラの甘い香りが特徴的。たっぷりの果実味、ボリューム感、とても滑らかな質感を感じます。

2022年　冬のリカーセレクション

No.026　熟成タイプも楽しめるヨーロッパフルボディ赤ワイン5本セット

寒さを感じる時期はボリュームがあり、どっしりとしたフルボディの赤ワインを楽しむのにピッタリなシーズンです。濃縮感が楽しめるタイプから、しっかりとしたタンニ
ンを持ち、熟成された飲み頃のワインまで、幅広く取り揃えました。ボルドーのクロ・リュネル2011は、サンテミリオン最高格付け第一特別級A＜シャトー・パヴィー＞
を手掛けるペルス家のワイン。ワイン評価誌や評論家からの評価も、今の時期が飲み頃と評されている、熟成系のフルボディワインです。ラングドックは元シャトー・ラ

フィットで醸造責任者を務めた、エリック・ファーブル氏が手掛けるワイン。ラングドックの単独クリュ「ラ・クラープ」で、ボルドーを凌駕する低収量で栽培されたぶど
うを使用しています。イタリアワインは、イタリアの銘酒アマローネと同じ製法の、陰干しブドウから造られる、甘みと濃縮感のある味わいが楽しめます。スペインワイン
は、ガルナッチャ、カベルネ･ソーヴィニョンのブレンドという、珍しいセパージュのワイン。カベルネ･ソーヴィニョンでしっかりとした骨格を形成、ガルナッチャで果実
味を表現しています。また、同じくスペイン産のワインは、2011年ヴィンテージの熟成系赤ワイン。リオハ産らしいバニラのような甘味のある香りと、熟成による複雑性

のある香りが楽しめます。

商品名

クロ・リュネル

シャトー・パヴィー、シャトー・パヴィー・デュセス、シャトー・モンブスケ、シャトー・ベルヴュー・モンドットを所有する、ペルス家がカスティヨンで造るワインです。2001年にシャトー・ラペイロニーからクロ・リュネルと
なり、8,5ヘクタールの小さなワイナリーは、テロワールの大いなるポテンシャルを現わし、最初のヴィンテージからパーカーポイント93点という高評価を受けることになります。ステンレスタンクで自然にアルコール発酵を開始

し、3週間のマセラシオンの後、樽でマロラクティック発酵を行います。新樽60％で24ヶ月間（うち6ヶ月間は細かい澱の上で）熟成させます。ブラックフルーツ、カシスジュース、チェリー、エンピツ、フレッシュな木、豪華でミ
ルキーな香り。テクスチャーは力強く、堂々としています。



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

ポルトガル リスボン
カーサ・サントス・

リマ
- ミディアムボディ

カステラォン、ティン
タ・ロリス、トウリ

ガ・フランカ、シラー
オーストラリア 南オーストラリア ソーンクラーク - 辛口 シャルドネ

フランス
ラングドック=

ルーション
ソーヴィニュロン - ミディアムボディ メルロー 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

南アフリカ
共和国

西ケープ オーバーヘックス - ミディアムボディ  カベルネ・ソーヴィ
ニヨン、メルロー

ドイツ ラインガウ
ワインランド・

ラインガウ
- 辛口 リースリング

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 チリ
アコンカグア

ヴァレー
VSE - 辛口 シャルドネ

イタリア
エミリア・
ロマーニャ

カンティネ・
スガルツィ

- ミディアムボディ サンジョヴェーゼ ポルトガル ミーリョ
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

スペイン コーレン アメリカ ストライクイーグル

スウェーデン スタブラ イタリア アグロモンテ

フィリピン セブ

※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。

フィリピン セブ島 ドライマンゴー

フィリピン・セブ島産の良質なマンゴーを贅沢に使用した栄養価たっぷりの健康ドライフルーツ。【賞味期間：製造から360日】

サバフィレ（トマトソース）　170ｇ アグロモンテ　セミドライ　チェリートマト（オイル漬け）

ノルウェー海で獲れたサバの切り身をトマトソースで煮込んだ、北欧で定番の缶詰です。【賞味期間：製造から1095日】 そのまま食べても美味しい！ほんのり甘いシチリア産のチェリートマト。

イベリコ豚レバーパテ　78g×2 ストライクイーグル　ハニーローストピーナッツ

イベリコ豚のレバーを使用し、スパイスやシェリー酒などで味付けをした濃厚なパテです。【賞味期間：製造から1440日】 食べたら止まらい！絶妙な甘じょっぱさを追及した飽きのこない味わい。【賞味期間：製造から720 日】

スガルツィ・ルイージ サンジョヴェーゼ オーガニック プルマ ヴィーニョ・ヴェルデ

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。 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 VSE　クラシック　シャルドネ

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。 アプリコットや黄色い花を想わせるふくよかなアロマ。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。

ケープチーター カベルネ・ソーヴィニヨン＆メルロー ラインガウ・リースリング・トロッケン

売上の一部をチーターの保護活動に寄付している、サスティナブルワイン。ジューシーな果実味のあとに、ほんのりスパイスを感じる赤ワインです。 ミネラル感に富んだ、きれいで豊かな酸が心地よいバランスのとれた白ワインです。

果実のボリューム感があり、飲みやすく余韻の長い芳醇な白ワイン。

アンリ・ノルドック　メルロー サッビオーネ トレッビアーノ・ダブルッツォ

樽のスモーキーなアロマと黒い果実のアロマティックなハーモニーが楽しめ、フィニッシュに果実の甘みのあるワインです。 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。

2022年　冬のリカーセレクション

No.027　イベリコ豚のレバーパテ入り！おつまみ5種と世界のスクリュー赤白10本セット

一度食べたら止まらない！イベリコ豚のレバーパテをはじめとするおつまみ5種と、デイリーで楽しめるスクリューキャップワインを厳選した赤白10本セットです。
おつまみ5種はカジュアルにワインを楽しむ時、年末年始にホームパーティーで皆で盛り上がる時、冬のグランピングで焚火を眺めながら寛ぐ時など、

様々なシーンで大活躍するおつまみやおやつをアソートしました。いずれもワインとの相性は抜群です。
世界のスクリューキャップ赤白10本セットはヨーロッパの伝統国からニューワールドまで、産地の特性や造り手の個性溢れる味わいを楽しめる飲み比べ10本セットです。

近年のスクリューキャップワインは、フランスやイタリアの名門生産者でも採用されており、高品質でコストパフォーマンスが高いワインがより一層多く展開されております。
環境にも優しく、簡便性に優れた選りすぐりのスクリューキャップワインを飲み比べて、多彩な魅力をご堪能ください。

商品名 商品名

リスボニータ　ティント ソーン・クラーク ミルトンパーク シャルドネ

ほどよい果実味に生き生きとした酸が溶け込み、余韻に続く穏やかな渋みが心地良いフレッシュな赤ワイン。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

イタリア シチリア プラネタ フルボディ ネロ・ダーヴォラ100%

イタリア シチリア プラネタ ミディアムボディ
ネロ・ダーヴォラ50％、 メル

ロー25％、シラー20％、カベル
ネ・フラン5％

イタリア シチリア プラネタ フルボディ ネロ・ダーヴォラ 100％

イタリア シチリア プラネタ ミディアムボディ  フラッパート100％

イタリア シチリア プラネタ ミディアムボディ ネレッロ・マスカレーゼ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。

フラッパート

透明感があり輝きのある紫がかったスミレ色。フローラルなバラ、赤い果実や砂糖漬けのスミレ、シトラスの香り。スパイシーでハーブ系のアロマも感じられます。アロマティックかつフルーティで柔らかな、個性溢
れる味わいが魅力です。

エトナ・ロッソ

透明感があり輝きのある明るいルビーレッド、ヴァニラ、サワーチェリー、野イチゴなどのクリーンな果実香。味わいは非常に複雑、オリエンタルスパイスも印象的です。卓越した飲み心地の良さがあり、ルバーブや
ブラックペッパーの味わいが口中に広がります。高貴さの中にモダンな印象が感じられるワインです。

ラ・セグレタ・ロッソ

濃く鮮やかなルビー色、赤スグリ、桑の実、ほのかにスパイシーでミントのようなアロマ。熟した野生の果実、バランスの取れた豊かなハーブの味わい、タンニンは柔らかでスムースで非常に多彩な個性を与えていま
す。

サンタ･チェチリア

輝きのある深いルビーレッド、ラズベリー、ドライフルーツなどの濃厚な果実香、ラベンダー、ローズマリーなどのフレッシュなアロマ、一貫して感じられる豊かな果実味と地中海らしさ、リッチで上品な味わいで
す。なめらかでクリーミーなテクスチャは、ヴェルヴェットのようなタンニンとフレッシュな酸を伴って心地よい感覚をもたらし、長い余韻を楽しむことができます。

2022年　冬のリカーセレクション

No.028　寒い時期にぴったり！シチリアを代表するワイナリー〈プラネタ〉の赤ワイン5本セット

シチリアワインの歴史は＜プラネタ社＞から始まったと言っても過言ではありません。
シチリアにおいて、15世紀から17世紀に渡って農業を行ってきたプラネタ家によって、プラネタ社は1985年に創立されました。

「ワイン大陸」と呼ばれるシチリアを代表する5つの銘醸地にて長きに渡る綿密な調査と試行を経て、国際品種と土着品種の巧みな使用、各地の土
壌や気候の特徴を生かした高品質なワイン造りを行う、イタリアを代表するワイナリーです。
＜プラネタ＞が造るワインは豊かな果実味と地中海らしい旨味が詰まった味わいが特徴です。

今回はシチリアの4つの銘醸地から冬にぴったりなシチリア赤ワインを厳選してセットにしました。

商品名

プラムバーゴ

全体に広がる深い藤色、熟したプラムやブラックベリーのアロマが主体で、お香やジャスミン、黒トリュフなどが心地よく複雑に香ります。タンニンは柔らかく甘やかで、例えるならばザッハトルテのように魅惑的。
しかし、よりダークで直接的な、シチリアのモディカ産のチョコレートのような厳格さもあります。シチリアを代表する偉大な品種であるネロ・ダーヴォラの、柔らかでフルーティなスタイルのワインに仕上がってい

ます。円みのあるタンニン、程よく樽熟成したこのワインは、非常に親しみやすくすぐに楽しめるワインです。
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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 カラブリア リブランディ ミディアムボディ ガリオッポ

イタリア バジリカータ レ・マンフレディ ミディアムボディ アリアニコ

イタリア サルデーニャ セッラ＆モスカ ミディアムボディ カンノナウ

イタリア プーリア
フェウディ・サレン
ティーニ

ミディアムボディ プリミティーヴォ

イタリア マルケ ウマニロンキ 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。

１２５　プリミティーヴォ

エレガントで濃密な香りの赤ワイン。チェリーのジャムやカカオ、スパイシーさなどが絡み合う複雑な香り。ピザやパスタなどのお食事に合わせて、またはチーズなどのおつまみと合わせて、ワインだけでも
気軽にお楽しみいただける一品です。

”サン・ロレンツォ”ロッソ・コーネロ

“サン・ロレンツォ”とはマルケ州の聖人「聖ロレンツォ」にちなんでつけられた畑の名。大樽と一部バリック（小樽）を使って熟成させることで、ソフトなモンテプルチアーノに力強さとエレガントさが加
わっています。チェリーなどの甘いフルーツの香りに豊かな果実味、なめらかなタンニンの調和がとれた味わいが特徴です。

マンフレディ・ロッソＴＴアリアニコ・デル・ヴルトゥレ

商品名のTTはTaglio del Tralcioの略で、 収穫前にブドウの枝を一部切り、 樹液を排出させてブドウの実を少し干したような状態にして収穫する手法の名称です。 凝縮感のある果実味が豊かでタンニンが穏
やかなワインに仕上げています。

カンノナウ・ディ・サルデーニャ・リゼルヴァ

サルデーニャ島特有のブドウ品種カンノナウを木樽で2年間熟成させました。ブルーベリーやブラックベリーを思わせる、華やかで果実感あふれる赤ワインです。

2022年　冬のリカーセレクション

No.029　イタリア5州の土着品種の赤ワイン5本セット

イタリア5州の土着品種のモノセパージュ赤ワイン5本セットです。寒い季節に飲みたくなる旨味のあるしっかりとした味わいで、家庭料理とも相性の良いワイ
ンを集めました。チロ・ロッソ・クラッシコは、唐辛子の産地としても有名なカラブリア州の定番銘柄です。余韻が長く続く骨格のしっかりとしたワインで
す。同社の社長ニコデモ・リブランディ氏は最優秀ブドウ栽培者賞受賞経験があり、近年さらなる躍進を遂げています。マンフレディ・ロッソTTアリアニコ
は、ココアやブラックチェリーを思わせる香りの中に、濃密な果実味とバルサミコの香りがあります。バジリカータ州の火山性の土壌に由来するミネラルが感
じられます。カンノナウ・ディ・サルデーニャ・リゼルヴァは、サルデーニャ島で1世紀以上の歴史を持つ＜セッラ＆モスカ社＞の手掛ける華やかなワインで
す。土着品種カンノナウの魅力を最大限に引き出した味わいをお楽しみいただけます。125　プリミティーヴォはストラクチャーがしっかりとしていて、タン
ニンもやわらかくリッチな味わいです。チェリーのジャムやカカオ、スパイシーさなどが絡み合う複雑な香りが印象的です。サン・ロレンツォは、酸と果実の

バランスが非常に良い赤ワインで、脂のきいた肉料理との相性は特に抜群です。
普段と異なるペアリングが冬の食卓を盛り上げること間違いなしです。

商品名

チロ・ロッソ・クラッシコ

イタリアで最も古いブドウ品種のひとつであるガリオッポから造られる、カラブリアを代表する赤ワイン。ベリーの香り、スパイス香、良質なタンニンが感じられるエレガントなワインです。
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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 ニーノネグリ トル 辛口
ネッビオーロ（キアヴェ

ンナスカ）主体

イタリア サルデーニャ セッラ＆モスカ トル 辛口 トルバート

イタリア
フリウリ・ヴェネ
ツィア・ジューリア

レ・モンデ トル 辛口 ピノ・グリージオ

イタリア ヴェネト ベルターニ トル 辛口 ガルガーネガ

イタリア プーリア リヴェラ トル 辛口 ソーヴィニヨン・ブラン

※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。

ソアーヴェ”セレオーレ”

単一畑“セレオーレ”の厳選された完熟ブドウから造られるこのソアーヴェは、洋ナシの香りの後にアプリコットやパイナップル、メロンを思わせる甘い果実の香りが広がる、まろやかでバランスのとれたワ
インです。“セレオーレ”とは、この地方の特産品である「チェリー」を意味するヴェローナの方言です。

”テッレ・アル・モンテ”ソーヴィニョン・カステル・デル・モンテ

北の産地のブドウとして知られるソーヴィニョンを温暖なプーリアで栽培するという、ワイナリーの挑戦から生まれたワイン。畑での株密度や仕立て、収穫のタイミングや醸造技術など、長年に渡るリヴェラ
社の研究を経て造り出されました。澱と共に熟成させ、複雑味と豊かなアロマを引き出します。輝く麦わら色。ソーヴィニョン・ブランの特徴が表れた、フレッシュでフルーティな香り。豊かな果実味があ

り、心地よい酸とバランスのとれた味わいです。

”テッレビアンケ”トルバート・アルゲーロ

“テッレ・ビアンケ”とは「白い大地」という意味。石灰質の多い白い畑からの命名です。スペインに起源をもつトルバートは、セッラ＆モスカ社がそのポテンシャルを見出し、守り続けている品種です。輝
く黄金色に豊かな香り、味わいは、まさにトルバートの特徴そのものと言えます。

ピノ・グリージオ・フリウリ

ステンレスタンクでの発酵前に1?2日ほどクリオマセラシオンを行います。発酵後は、澱とともに熟成させます。かすかに琥珀を帯びた黄色、様々な花の香りが特徴です。しなやかなストラクチャー、白い果
実、味わいはとてもフレッシュで、繊細な余韻が感じられます。

2022年　冬のリカーセレクション

No.030　イタリア5州の白ワイン5本セット

イタリア5州のテロワールを感じていただけるエレガントな白ワイン５本セットです。寒い季節にすこし温度高めにしてもしっかり、ゆっくり香りと味わいが愉
しめる上質な白ワインです。冬の定番の食事と合わせてお楽しみください。

アルピ・レティケ・ビアンコは、バローロにも使用される黒ぶどう、ネッビオーロから造られる珍しい白ワインです。ロンバルディアの冷涼な地域で造られる
ぶどうらしい複雑なアロマとミネラル、スパイシーさが感じられます。

テッレビアンケ・トルバート・アルゲーロは、サルデーニャ島のみで栽培されている品種、トルバートを使用した白ワインで、海のミネラルが魚介料理と非常
に合います。

ピノ・グリ―ジオ・フリウリは、ガンベロ・ロッソ誌でも注目のフリウリ高評価ワイナリー、＜レ・モンデ＞の手掛けるフレッシュさが魅力的の一本です。ス
トラクチャーはしなやかで、繊細な余韻が感じられます。

ソアーヴェ・セレオーレは、2022年度ガンベロ・ロッソ誌のワイナリー・オブ・ザ・イヤーを受賞した＜べルターニ社＞の単一畑で造られるソアーヴェで
す。

テッレ・アル・モンテ ソーヴィニョン・カステル・デル・モンテはプーリア州の世界遺産であるカステル・デル・モンテのエリアで造られるワインです。南イ
タリアらしい豊かな果実味と心地よい酸のバランスの取れた味わいです。

商品名

アルピ・レティケ・ビアンコ

400～700mと高い標高に位置する畑で育つネッビオーロから造られました。アルプスでゆっくりと熟したブドウはより繊細なアロマを持ちます。また、ネッビオーロで、シュール・リーを行うとシャンパー
ニュの瓶内熟成のような効果がみられ、より複雑なアロマと、やわらかな味わいやジューシーさが感じられます。



 

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
コート・デュ・ロー
ヌ

シャトー・ファー
ゲェロール

トル フルボディ グルナッシュ70％､シラー20％､
ムールヴェドル5％､サンソー5％

フランス
コート・デュ・ロー

ヌ

ポール・ジャブレ・
エ
ネ

トル フルボディ
グルナッシュ55％、シラー

40％、ムールヴェドル、カリ
ニャン、サンソー他5%

フランス
コート・デュ・ロー

ヌ
ドメーヌ・ジャン
ヌ・ガイヤール

トル フルボディ シラー100%

フランス
コート・デュ・ロー

ヌ
E・ギガル トル 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・ピエー
ル・シャヴァン

トル フルボディ
グルナッシュ60%%、シ

ラー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。

各単品に関する説明を記入してください

コート・デュ・ローヌ・ルージュ

妥協なきワイン造りを継承する、ローヌワインの帝王。コート・ロティを思わせる滑らかな質感と複雑味を堪能できる赤ワイン。

IGP ヴォークリューズ グルナッシュ・シラー・ヴァリス・テラ

「ギド・アシェット」等で高い評価を得ている醸造家ファビアン・グロス氏が手掛ける。ヌフ・パプ村の葡萄から造られており濃厚な味わいが愉しめます。

コート・デュ・ローヌ パラレル45 ビオ・ルージュ

ローヌの代表的黒ぶどう品種をブレンドしたこのワイン。味わいのバランスが秀逸で様々な料理を引き立てる名脇役的存在です。手作業による有機栽培によって素晴らしいハーモニーと純粋な果実の味わいを
持った、生き生きとしたワインです。

シラー・レ・ザミ・ド・マンドラン ヴァン・ド・フランス

クローズ・エルミタージュ周辺のブドウを使用。ピチピチとしたフレッシュな味わいに程よい濃縮フルーツ感のワイン。

2022年　冬のリカーセレクション

No.031　ローヌ南部随一の銘酒 シャトー・ヌフ・デュ・パプ入り！
ローヌ地方を代表する生産者が揃った濃厚赤ワイン5本セット

老舗星付きレストランが数多くひしめくワインの銘醸地、ローヌ地方の魅力が堪能できる赤ワインセットです。
ローヌ南部屈指の銘酒「シャトー・ヌフ・デュ・パプ」や有名生産者が造るローヌワインをラインナップしました。

コート・デュ・ローヌは南北に約200km以上に広がるワイン産地です。北と南ではキャラクターが異なり、
北ローヌでは主にシラーを主体とした赤ワインが造られ、コート・ロティやエルミタージュが有名です。

そして、南ローヌはグルナッシュ、シラー、カリニャン、ムールヴェドルなど様々な品種をブレンドした赤ワインが多く造られ、
そのトップに君臨するワインが「シャトーヌフ・デュ・パプ」です。

今回のラインナップはシャトー・ヌフ・デュ・パプに加え、北ローヌのクローズ・エルミタージュ付近のシラー100%で作るワインや
ローヌワインの帝王と呼び声高い１４０年の歴史がある＜E・ギガル＞社のワインなど、抑えるべき生産者のワインをエントリーしました。

生産者によって異なる個性や特徴もお愉しみください。

商品名

シャトー・ヌフ・デュ・パプ　 トラディション・ルージュ

魅力的でよく熟したベリー系の果実とスパイシーなニュアンスがバランスよく表現されています。トロリと粘性が高くエキス分豊富ですが、決して濃すぎずエレガントで深みとややこなれた複雑味がありま
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
コート・デュ・ロー
ヌ

ドメーヌ・ジャン
ヌ・ガイヤール

トル 辛口 ヴィオニエ100%

フランス
コート・デュ・ロー
ヌ

ドメーヌ・イヴ・
キュイユロン

トル 辛口 マルサンヌ100%

フランス
コート・デュ・ロー
ヌ

E・ギガル トル 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

フランス
コート・デュ・ロー
ヌ

ポール・ジャブレ・
エ
ネ

トル 辛口

グルナッシュ・ブラン
50%、マルサンヌ
20%、 ヴィオニエ

20%、ブールブーラン

フランス
コート・デュ・ロー
ヌ

ルイ・ベルナール トル 辛口
グルナッシュ・ブラン、

ルーサンヌ、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。

コート・デュ・ローヌ パラレル45 ビオ・ブラン

ローヌの伝統的白ぶどう品種をブレンドしたこのワインは、ローヌのテロワールを写し取りながらも味わいのバランスが秀逸で様々な料理を引き立てる名脇役的存在です。

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。

マルサンヌ ヴァン・ド・フランス レ・ヴィーニュ・ダ・コテ

「コンドリュー」を世界に知らしめた北ローヌの巨匠。丸みのある果実味と旨みに柑橘のような爽やかな酸。中辛口。

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。

2022年　冬のリカーセレクション

No.032　ヴィオニエの魅力に迫る！　リッチな味わいが愉しめるローヌ地方白ワイン5本セット

ローヌ地方を代表する白ワインの銘醸地コンドリューを彷彿とするヴィオニエ100％の白ワインやローヌ地方の土着品種が入ったセットです。

コート・デュ・ローヌは南北に約200km以上に広がるワイン産地です。生産されるワインは赤ワインが主流であり、白ワインの生産は1割程度です。
北と南ではキャラクターが異なり、北ローヌでのぶどう品種はヴィオニエ、ルーサンヌ、マルサンヌです。

かの銘醸ワイン、シャトー・グリエやコンドリューはヴィオニエ100%で造られています。また、エルミタージュ・ブランやサンジョセフ・ブランは
ルーサンヌやマルサンヌから造られています。

一方、特に赤ワインが主流の南ローヌではグルナッシュ・ブラン、クラレット、ブール・ブラン様々な品種のブレンドによる白ワインが造られています。

赤ワインよりも生産量が少ないローヌ地方の白ワインは芳醇な果実味と白い花のような香りが個性的でコクのある味わいが特徴です。
今回のラインナップは一部コンドリューの区画も入ったヴィオニエ100%の白ワインやサン・ジョセフの区画に近いマルサンヌ100%のワイン、

ローヌの伝統的な品種から造られる白ワインをエントリーしました。

芳醇な果実味と白い花のような香りが魅力的でコクのある味わいは、グラタンやホワイトシチュー、白子や水炊きなど、冬の味覚と相性抜群です。

商品名

ヴィオニエ I.G.P.　デ・コリンヌ・ローダニエンヌ

一部コンドリューの区画入り、上級白ワイン。白い花、オレンジピール、スパイス、ハーヴの香りが漂い、経過とともに、林檎の蜜や熟したトロピカルフルーツも個性も顔をだします。
ミネラル感が豊富で、コクと旨味に溢れ、とても美しいヴィオニエ。



 

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 ローヌ バスティード 2020 フルボディ
グルナッシュ 55%

シラー 25%
カリニャン 20%

スペイン アリカンテ ボコパ 2020 フルボディ
カベルネ・ソーヴィニヨン

 100％

イタリア カンパーニャ ヴィノジア 2016 フルボディ アリアニコ100％

スペイン フミーリャ フアンヒル 2019 フルボディ

モナストレル（ムールヴェードル）
60%

カベルネ・ソーヴィニヨン 30%
シラー 10%

フランス ボルドー
シャトー・ベル

ビュー
・ラ・ランデ

2016 フルボディ
カベルネ・ソーヴィニヨン 45.%

メルロー 45.%
カベルネ・フラン 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。

各単品に関する説明を記入してください

ブルーラベル

フアンヒル限定商品トップキュヴェ。樹齢55年以上、収量12hl/haという古樹のモナストレルから生まれるトップキュヴェ。
18ヶ月間バリックで熟成。熟した黒い果実の力強いアロマに溶け込んだスパイスやカカオ、トーストの香りが心地よい。熟した果実に気品ある酸、どっしりとしたタンニンが混然一体となり、グラスの中で花開

く。収量を抑えた3種のブドウをブレンドすることにより生まれたとびきりの凝縮感と複雑さが楽しめる。

シャトー・ベルビュー・ラ・ランデ

色の濃いチェリーや粒の大きなベリーの豊かな香りにスパイスのヒント。丸くボリュームある果実を細かなタンニンが縁どる。ストラクチャーとエネルギーを備えた飲み応えのあるボルドー。

コンデ・デ・アリカンテ　カベルネ バリッカ

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

タウラジ　サンタンドレア

黒い果実やチョコレートの濃厚な香りにスパイスのヒント。目の詰まった凝縮感ある果実に豊富なタンニン。ふくよかさを堅固なストラクチャーが包み込む端正な味わい。

2022年　冬のリカーセレクション

No.033　冬にぴったりなタンニンと果実味豊かな赤ワイン5本セット

「デカンタワインアワード」でプラチナを獲得した〈ヴィノジア〉や、「ワインスペクテイター」でTOP100にランクインの〈フアンヒル〉など、高評価ワイン
を集めたセットです。タンニン豊かな飲みごたえのある果実味たっぷりの赤ワインをご堪能ください。

＜ドメーヌ・ド・ラ・バスティード＞コート・デュ・ローヌの中でも旨みがじわじわとこみ上げてくるという特筆すべき個性を持つヴィザン屈指の生産者。
＜ボコパ＞スペインアリカンテ注目の生産者。クオリティが高く、スペインの中でも欲にコストパフォーマンスの優れたワインを創る。

＜ヴィノジア＞南イタリアワインの地位を確立したカンパーニャの先駆者。
＜シャトーベルヴューラランデ＞サンテミリオンのトップシャトー、ヴァランドローのオーナーが惚れ込んだシャトー。

＜フアンヒル＞誰もが満足するリッチな味わいを驚くほどの価格で世に送り出すのは、フミーリャを世界レベルに引き上げたあの『エル・ニド』の共同オーナーの一人であるミゲルヒル
のワイン。

商品名

コート・デュ・ローヌ

コート・デュ・ローヌの畑であるシューズ・ラ・ルースのワインに格上アペラシオンであるコート・デュ・ローヌ・ヴィラージュのヴィザンのワインをブレンドすることで生まれたワンランク上のリッチなコー
ト・デュ・ローヌ。



 

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/ナパ
ヴァレー

プレシジョンワイン
カンパニー

トル フルボディ
カベルネソーヴィニヨン
95％、カベルネフラン

５％

アメリカ
カリフォルニア/ナパ
ヴァレー

ワイナリーエクス
チェンジ

トル フルボディ
カベルネソーヴィニヨン
98％、プティシラー2％

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/ナパ
カウンティ

ハウスオブカーズ トル フルボディ

カベルネソーヴィニヨン
65%, メルロー20%,ジン
ファンデル10%, プティ

ヴェルド5％

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％

※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。

ハウスオブカーズ・レッドブレンド

フレンチオーク樽で15ヶ月間熟成。ナパ・ヴァレーの中でも銘醸区画の果実を数種ブレンド。優美なクリムソンの色彩を中核に、周囲をルビーの色調が彩ります。ブラックチェリー、ベリー、アカ
スグリ、クランベリー、タバコのニュアンスに、ほのかなチョコレート、干し草のアロマも感じ取れます。味わいにも、香りの印象が感じられ、全体を美しいミネラル感がまとめ上げています。

フラット・ロック・カベルネソーヴィニヨン

22度から29度の温度で7日間の発酵ののち、フレンチオーク樽とステンレスタンクで熟成。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。

ブレッド＆バターリザーブ・カベルネソーヴィニヨン

緑豊かで表現力豊かなカベルネソーヴィニヨン。モカとブラックベリーの魅力的な香りを表現。ブラックチェリー、プラム、香ばしいベーキングスパイスのフレーバーが、柔らかくリッチな口当たりを引き
立て余韻の長い後味をもたらします。

アイボリー＆バート・カベルネソーヴィニヨン

セントラル・ヴァレー、ローダイからブドウを収穫。アメリカンオーク樽で熟成。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。

2022年　冬のリカーセレクション

No.034　ナパ・ヴァレー産入り濃厚フルボディ赤ワイン5本セット

カリフォルニアの高級ワイン産地のナパ・ヴァレー産が入った、フルボディで濃厚な果実味の赤ワインの5本セットで
す。元有名ワイナリーで醸造責任者を務めた方が手掛けた商品をはじめ、この冬に欠かせない存在感のあるワインをご用意しました。ナパヴァレーの広域から
収穫した葡萄を使用した素晴らしいバランスのガブリエルアシュリーリザーブ・カベルネソーヴィニヨン。2018年ノースベイ・ビジネスジャーナルの、ナパ
バレーワインメーカー・オブ・ザ・イヤーに選ばれたリンダトロッタがワインメーカーを務めるブレッド＆バターリザーブ・カベルネソーヴィニヨン。元ロ
バートモンダヴィのウッドブリッジのヘッドワインメーカーも担当したデイヴィットアキヨシが手掛けたローダイ産カベルネソーヴィニヨンのアイボリー＆

バート・カベルネソーヴィニヨン。元ケンダルジャクソンのGMやフラワーズ・ヴィンヤードの醸造長など歴任したトムハインドが手掛けるハウスオブカーズ・
レッドブレッド。アメリカ、ドイツ、ニュージーランドでワインメーカーとして経験を積み、カリフォルニアではHall of Fame(ワイン生産者の殿堂)入りを果
たしているケンウッドやレイヴェンスウッドでもワインメーカーの経歴を持つクリス・スピーグルが手掛けるフラット・ロック・カベルネソーヴィニヨン。

様々な経験を積んだ熟練の醸造家が手掛ける凝縮感のあるフルボディのカリフォルニアワインをお楽しみ下さい。

商品名

ガブリエルアシュリーリザーブ・カベルネソーヴィニヨン

素晴らしい果実味と滑らかな構造のタンニンを持つカベルネ。ブラックチェリー、カシスベリー、プラム等、ほのかな香りがします。ブルーベリー、バニラ、オーク、チョコレート。フルーツフォワードワイ
ンです。豊かな風味、素晴らしいバランス、そしてシルキーな長いフィニッシュ。シルキーでバランスが取れているワインです



 

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 カリフォルニア ハーン・ワイナリー 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 オー・ジー・ヴィー フルボディ ジンファンデル

アメリカ カリフォルニア クロ・ペガス フルボディ メルロ

アメリカ カリフォルニア ザ・ペアリング フルボディ シラー

アメリカ カリフォルニア
クロスバーン（ポー
ル・ホブス）

フルボディ 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。

シラー サンタ・イネズ・ヴァレー

スクリーミング・イーグルのオーナー所有ワイナリーの、旨味たっぷりシラー。

カベルネ・ソーヴィニヨン ナパ・ヴァレー

天才醸造家がナパ･ヴァレーの選び抜かれた畑のブドウから作るこだわりワイン。

オールド・ヴァイン・ジンファンデル ロダイ

カリフォルニアで最もジンファンデルの畑を持つワイナリーの高樹齢ブドウ使用ワイン。

 ミツコズ・ヴィンヤード メルロ カーネロス ナパ・ヴァレー

日本人妻の名前を付けた自社畑ミツコズ・ヴィンヤードの100%メルロ。

2022年　冬のリカーセレクション

No.０３５　カリフォルニア産濃厚赤ワイン品種別5本セット

カリフォルニアの魅力たっぷり、品種別イチオシ濃厚赤ワインを集めました。

米国最大級国際ワインコンペにて金賞獲得！モントレーの先駆者&ピノ・ノワールの名手＜ハーン・ワイナリー＞の ピノ・ノワール、
ロダイの樹齢50～80年のぶどうから造る人気急上昇中の＜OZV＞のジンファンデル、

出版業界で成功を収めたオーナーが日本人妻の名前を付けた自社畑ミツコズ・ヴィンヤード100%＜クロぺガス・ワイナリー＞のメルロ、
カリフォルニアの注目産地サンタ・バーバラでスクリーミング・イーグルのオーナー所有ワイナリー＜ザ・ペアリング＞のシラー、

天才醸造家ポールホブスがナパ･ヴァレーの選び抜かれた畑のぶどうから作る＜クロスバーン＞のカベルネ・ソーヴィニヨンを含む5本セット。

商品名

ピノ・ノワール カリフォルニア

モントレーの先駆者&ピノ・ノワールの名手。



 

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
ノ－ブル　ウ゛ァイ
ンズ

2019 辛口 シャルドネ 100%

アメリカ カリフォルニア ボンテッラ 2019 辛口
シャルドネ 89%、ヴィオニエ 4%、
マスカット 2%、ソーヴィニヨン ブラ

ン 2%、その他 3%

アメリカ カリフォルニア マイケル　ポザ－ン 2019 辛口 シャルドネ 100%

アメリカ カリフォルニア バイロン 2019 辛口 シャルドネ 100%

アメリカ カリフォルニア シルクウッド 2018 辛口 シャルドネ 100%

アメリカ カリフォルニア
スタッグス　リ－プ
ワイン　セラ－ズ

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。

カリア　シャルドネ

1976年パリスの審判と呼ばれるフランス対カリフォルニアのテイスティングで見事1位に輝いたのがSLWCの1st Vin。樹齢たった3年のワインが起こした｢歴史的瞬間｣として、ワイン界を震撼させた。自然の力を応用し
た病虫害対策においてカリフォルニアで第一人者と言われているカーク グレイスが栽培責任者として区画毎に畑の管理を行っています。醸造所はグラヴィティシステムを採用。カリアはギリシャ語で優雅さを表し、海から

の冷涼な風を受けた爽やかな酸味を持つシャルドネを使用。桃やリンゴ、レモン、トロピカルフルーツ、トロピカルフラワーなど豊かな香りに溢れています。

サンタバ－バラシャルドネ

1964年に初めてサンタバーバラカウンティにブドウの木を植えた、ウリエル ニールソン氏の名にちなんだワイナリー。サンタ バーバラで造られる高品質なピノ ノワールとシャルドネを主に生産しています。冷涼なサン
タバーバラは長い生育期を誇るワイン産地。水はけがいい土壌で、太平洋からフレッシュで乾燥した風が吹きます。自然な酸を活かす為、80%ステンレスタンク、20%フレンチ古樽で10ヶ月熟成。パイナップル、柑橘

類、リンゴ、トロピカルフルーツのニュアンス。クリーミーで、しっかりとした骨格、長い余韻。

シャルドネ

1979年スプリングマウンテンで創業。ホワイトハウス御用達でもあり、各国サミットでもサーブされていた。現在はモデスト近郊でシラー、プティ シラー、カベルネ等を栽培しローダイにワイナリーを所有。ジョン モ
ニーク氏の醸造家としてのキャリアにおいて、30年ぶりとなるシャルドネでのワイン造り。所有畑において選ばれた区画で、低収量に抑えて育てたシャルドネを、丁寧にプレスし、発酵。爽やかな果実の風味と、樽由来の

バニラ香が絶妙のバランスをとり、しっかりとした構成に仕上がっています。クリーム系のパスタや鶏肉の料理と素晴らしい相性が楽しめます。2011年よりガラス栓を採用。

シャルドネ

ボンテッラとはフランス語、ラテン語の造語で｢良き土、良き大地｣を意味します。20世紀初頭より昔ながらのワイン造りに携わり、80年代には有機農法を本格的に導入。西側は寒流の流れる太平洋に面し森林が多く、昼
夜の温度差が大きく夏の湿気が少ないため、成熟がゆっくり進み凝縮感のあるブドウが育ちます。また虫や動物を排除せず、共存しながらブドウ栽培を行っています。梨、リンゴ、花やナツメグのアロマを感じ、口に含む

とリッチでクリーミーでいて、いきいきとした酸と樽由来のわずかなトースト香を感じます。

ロシアン　リウ゛ァ－　ウ゛ァレ－　シャルドネ

幼い頃から祖父のブドウ造りを見て育ったマイケルは自分の名前を冠したワインを作ることを夢みており、1991年ついにワイナリーを設立。ナパとソノマの厳選したブドウ栽培農家のブドウを使い、ナパにある醸造所
（オーパスワンに道路を挟んで隣接）でワインを造ってます。レモンカード、黄桃、クリームキャラメルのアロマと、わずかに香るシナモンやバニラの香り。樽の重厚感を感じると同時に、フレッシュな柑橘類、トースト

したナッツ、シナモンやナツメグなどのスパイスのフレーバー。

2022年　冬のリカーセレクション

No.36 シャルドネの果実味と酸を味わう、カリフォルニアの白ワイン6本セット

カリフォルニアワインといえば、濃厚な果実味という印象をお持ちの方も多いかもしれません。ブルゴーニュやより冷涼な地域と比べると栽培環境の面だったり、カリ
フォルニアワインに対して市場が求める味わい(新樽による濃厚な味わいのニュアンス)等々の理由が主には考えらえますが、世界的な食のライト化により、ワインも同様
に果実味重視ではなく酸とのバランスを追及する生産者も数多く増えています。今回、ご用意したのは人気品種のシャルドネを用いた、酸やミネラル感を感じられる、飲
み疲れしにくい、もう一杯飲みたくなるそんな味わいの物を集めました。また、ブルゴーニュワインが収量減と世界的需要増により、非常に値段が上がっているなか、よ
り一層注目を浴びる産地となっております。カリフォルニアワインらしい果実味は感じながらも、酸を残すために収穫を早めたり、新樽の使用を控えたり、様々な工夫に

よって生まれた素晴らしい味わいをお楽しみください。

商品名

４４６　シャルドネ

デリカート ファミリー ワインズが、カリフォルニア ローダイとモントレーの自社畑で、その土地と品種にあったクローンと台木を選定し高品質のワインを造ります。クローン4番のシャルドネを主に、サブアペレーショ
ンのサン ベルナーベにある畑の12の区画のブドウを使用。特に区画46にこのクローンが良く合うことから由来。クローン由来の青リンゴ、柑橘類、トロピカルフルーツのアロマ。冷涼な気候がもたらすクリスピーな酸も

特徴。



 

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 ファルツ ヴィラ・ヴォルフ トル ミディアムボディ
シュペート・ブルグン
ダー＝ピノ・ノワール

ドイツ バーデン
マルティン・ヴァス
マー

トル ミディアムボディ
シュペート・ブルグン
ダー＝ピノ・ノワール

ドイツ アール クロイツベルク トル ミディアムボディ
シュペート・ブルグン
ダー＝ピノ・ノワール

ドイツ ファルツ
フリードリッヒ・
ベッカー

トル ミディアムボディ
シュペート・ブルグン
ダー＝ピノ・ノワール

ドイツ ファルツ
デア・クライネフ
リッツ

トル ミディアムボディ
シュペート・ブルグン
ダー＝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。

ベッカー　ドッペルシュトゥック　シュペートブルグンダー　

ドッペルシュトック＝２４００Lの大樽で熟成させた、原点回帰のワイン。ピノ・ノワールのシリーズでもっともライトでエレガントなタイプ。2016年JALビジネスクラス搭載ワイン。

デア・クライネフリッツ　シュペート・ブルグンダー

ベッカーJr.、フリッツさんが、同じファルツの２人の親友のブドウを使用して造るネゴシアンブランド。ゲックリンゲン村の優良区画「カイザーベルク」等のブドウを使用。樽発酵、樽熟成。醸造時にタンニ
ンの抽出を抑え、ピュアで豊かな果実味を前面に出している。エレガントさと親しみやすさが両立した素晴らしいシュペートブルグンダー。

ヴァスマー　シュペート・ブルグンダー

ヴァスマー醸造所のベーシッククラスにあたるピノ・ノワール。２～５回使用の２２５Ｌのオーク樽で醸造。イチゴやチェリーを思わせるピュアでチャーミングな果実味、軽やかできれいな酸を持つ。

クロイツベルグ　シュペート・ブルグンダー

ドイツ産赤ワイン北限、アール地域。3億年以上前のデヴォン紀粘板岩土壌で育ったピノ・ノワールをドイツ伝統の1.000Ｌのオーク樽にて6か月熟成。サクランボや赤い果実の溌剌とした味わいのワイン。

2022年　冬のリカーセレクション

No.037　注目のドイツ産ピノ・ノワール「シュペート・ブルグンダー」赤ワイン5本セット

ブルゴーニュにも比肩する高い評価を得て注目を集めるドイツ産のピノ・ノワール「シュペート・ブルグンダー」。
酸の美しさや繊細な香りが特徴で、多くのワイン評論家を惹きつけ、「ブルゴーニュのように高騰する前に今すぐ買うべき」と高い評価を得ています。

高品質な辛口赤ワインを厳選した5本セットをお届けします。

商品名

ヴィラヴォルフ　シュペート・ブルグンダー

50％を大樽熟成、50％をステンレスタンクでの熟成。南ファルツ、森の麓の優良区画より収穫。この価格ながら、ピノ・ノワールの繊細さと色気が感じられる、チャーミングで華やか、コストパフォーマン
ス抜群の赤ワイン。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

オーストリア ノイジードラーゼー ハインリッヒ トル ミディアムボディ
ブラウフレンキッシュ、ツヴァイ

ゲルト他

オーストリア クレムスタール レッツ・モーザー トル 辛口 グリューナー・ヴェルトリーナー

オーストリア ウイーン 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91％、ﾋﾟﾉ･ﾌﾞﾗﾝ6％,ﾑｽｶｰﾄ

ｵｯﾄﾈﾙ2％、ﾋﾟﾉ･ｸﾞﾘ1％

オーストリア ウイーン ヴィーニンガー 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。

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。

ヴィーニンガー　ウィーン　リースリング

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。

レッツ・モーザー　グリューナー　ヴェルトリーナー

主にレス土壌の畑のぶどうを使用。ステンレスタンクでの発酵・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。爽やかで上品な酸を持つ。オーストリア北部のグリューナーの特徴がしっかり表れてい
る、バランスの良い味わい。

ヴィーニンガー　　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。

2022年　冬のリカーセレクション

No.038　食事とも合わせやすいオーストリアの赤・白ワイン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。
土地の個性を大切にした丁寧なワイン造りが感じられる白ワインをセレクトした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魅力が堪能できるセットです。
＜ハインリッヒ＞ハインリッヒ　ネイキッド　レッド

ブラウフレンキッシュ40%、ツヴァイゲルト30%、ザンクトローレント30%。大樽での熟成。しっかりとした果実味を持ち、しなやかでタンニンも穏やか。しな
やかなボディを持つ、ナチュラルな赤ワイン。

＜レッツ・モーザー＞レッツ・モーザー　グリューナー　ヴェルトリーナー
レモンやハーブ、白コショウを思わせる華やかな香り。爽やかで上品な酸を持つ。オーストリア北部のグリューナーの特徴がしっかり表れている、バランスの良い味

わい。
＜ヴィーニンガー＞ヴィーニンガー　シャルドネ　クラッシック

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。
＜ハインリッヒ＞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。

＜ヴィーニンガー＞ヴィーニンガー　ウィーン　リースリング
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。

商品名

ハインリッヒ　ネイキッド　レッド

ブラウフレンキッシュ40%,ツヴァイゲルト30%、ザンクトローレント30%。大樽での熟成。しっかりとした果実味を持ち、しなやかでタンニンも穏やか。しなやかなボディを持つ、ナチュラルな赤ワイン。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

フランス ボルドー メゾン･シシェル 2017 フルボディ
カベルネ・ソーヴィニョ
ン、メルロー 、プティ・

ヴェルド

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 、カベルネ・

ソーヴィニョン

フランス ボルドー メゾン･シシェル 2019 フルボディ
カベルネ・ソーヴィニョ
ン、メルロー 、プティ・

ヴェルド

フランス ボルドー メゾン･シシェル 2020 フルボディ
メルロー 、カベルネ・

ソーヴィニョン、プ
ティ・ヴェルド

※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。

シシェル サン・テステフ 

上品な果実味と緻密なタンニンが見事に調和し、長い余韻へと誘うポテンシャルの高い赤ワイン。

シシェル マルゴー

リッチで濃縮感のある果実味と、シルキーで心地良い渋味の余韻が長く続く、洗練された赤ワイン。

シシェル サン・ジュリアン

幾重にも重なる複雑なアロマと上品で芳醇な果実味が堪能できる、優美な赤ワイン。

2022年　冬のリカーセレクション

No.039　メゾン･シシェル セレクションワイン4本

ボルドーの有名ネゴシアン「メゾン･シシェル」が樽ごと買い付けた、有名シャトーのワインを４本厳選した垂涎のセットです。
メゾン・シシェルとは1883年から続く大手ネゴシアンで、シャトーパルメを所有することで有名。大規模なグラン・クリュ用の保管庫を持つなど、徹底した
ワイン管理を行っている。また格付けシャトーなどから樽のままワインを買い、自社にて瓶詰めしているシリーズは、著名シャトーなどからの樽を使用してい

ることもありそのクオリティの高さが人気を集めている。
残念ながらシャトー名は明かせませんが、その品質に間違いはありません。

商品名

シシェル ポイヤック

芳醇でしなやかな果実味と、豊かな酸味がバランス良く調和。長い余韻が愉しめる、力強さとエレガントさを兼ね備えた赤ワイン。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

フランス シャブリ
クロズリー
デ　アリズィエ

2016 辛口 シャルドネ100%

フランス シャブリ
クロズリー
デ　アリズィエ

2020 辛口 シャルドネ100%

フランス シャンパーニュ
メゾン　ベルナール
レミー

NV 辛口
ﾋﾟﾉﾉﾜｰﾙ60%
ｼｬﾙﾄﾞﾈ35%
ﾋﾟﾉﾑﾆｴ5%

フランス
サンテミリオン　グ
ラン・クリュ
（ボルドー）

メゾン　カルル 2019 フルボディ
ﾒﾙﾛｰ80%

ｶﾍﾞﾙﾈﾌﾗﾝ20%

フランス ｵｰ ﾒﾄﾞｯｸ (ﾎﾞﾙﾄﾞｰ) シャトー元詰 2015 フルボディ
ﾒﾙﾛｰ50%

ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ48%
ﾌﾟﾃｨｳﾞｪﾙﾄﾞ2%

※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 トゥール デュ ヴュー カステル 

サンテミリオン地区の特級ワインは、12ヶ月間のオーク樽熟成により、芳醇な果実の風味と力強いタンニンとの調和が楽しめるエレガントな逸品！

シャトー ロラン

２０００年代を代表する最高年の１つ、２０１５年産のワインは、優良年らしい力強い果実の風味と熟成によるしなやかな果実味が楽しめます。

シャブリ プルミエ クリュ モンマン 

一級畑で作られたの上質のシャブリ。華やかな香り、ミネラル感たっぷりで新鮮な口当り。凝縮したぶどうの旨みが広がる素晴らしい味わい！

アンリ ラファール グランド レゼルヴ ブリュット 

シャンパーニュ地方、南コート・ド・ブラン地区の家族経営のシャンパンは上品でバランスのとれたエレガントな飽きのこない味わいが特徴です。

2022年　冬のリカーセレクション

No.４０　シャブリ特級＆一級を楽しめるフランスの銘醸赤・白・スパークリングワイン5本セット

シャブリはフランス・ブルゴーニュ地方の最北部でシャルドネ種から造られる白ワインのことです。冷涼な気候と石灰質な土壌が特徴的で、
フレッシュな酸味とミネラル感を味わうことのできる、辛口の白ワインです。気候・土壌条件に恵まれるエリアには特級畑（グランク

リュ）、一級畑（プルミエクリュ）など等級が付けられ、中でも特級畑（グランクリュ）は７つしかありません。A.O.P. 特級畑“レ プリュー
ズ”は7つのグラン・クリュの区画の中でも「女王」に例えられるように繊細なミネラル感としなやかな味わいが特徴で、完熟した果実のリッ
チな風味とミネラル感、酸との調和が絶妙です。是非シャンパーニュでの乾杯に始まり、特級と一級シャブリの違いを楽しみつつ、ボルドー

の重厚な赤ワインも堪能できる本セットをお楽しみください。

商品名

シャブリ グラン クリュ レ プリューズ 

シャブリ・ワインの頂点である特級畑の"グラン・クリュ"が限定入荷！特級ならではの芳醇な果実味、リッチな風味は至福の逸品です！



国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像 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
NV フルボディ

タナ80%、カベルネ・
ソーヴィニヨン20% スペイン ビエルソ クネ NV 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
NV 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%
南アフリカ ウェスタン・ケープ ワイルドハウス NV フルボディ ピノタージュ100%

フランス ラングドック ラ・クロワザード NV フルボディ カリニャン100% チリ
セントラル・ヴァ

レー
ウンドラーガ NV フルボディ

カベルネ・ソーヴィニ
ヨン100%

イタリア
フリウリ・ヴェネ

ツィア・ジューリア
ゾーニン NV フルボディ

カベルネ・フラン、カベ
ルネ・ソーヴィニヨン チリ

セントラル・ヴァ
レー

ウンドラーガ NV フルボディ メルロー100％

イタリア プーリア トゥルッリ NV 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 NV 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 プーリア トゥルッリ NV フルボディ
プリミティーヴォ

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 NV 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。

プリミティーヴォ サレント ウィスパーズ シラーズ

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。
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。

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。

クラシチ カベルネ フリウリ DOC アルタ・ロマ メルロー

カシスやほのかなミントのニュアンス。しっかりとした口当たりで黒コショウなどのスパイスを感じる複雑さのある味わい。 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。

レゼルヴ カリニャン ヴィエイユ・ヴィーニュ アルタ・ロマ 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。 熟れたレッドカラントやフランボワーズなど赤い果実の香り、瑞々しい果実味にソフトに溶け込んだタンニンが心地よい味わいです。

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 ピノタージュ

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。
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。

2022年　冬のリカーセレクション

No.041　世界の食卓から 日常を飾る濃厚赤ワイン12本セット

世界のワイン産地から、人気のある「濃厚赤ワイン」を集めて12本セットにしました。
どんなシーズンでも愉しめる世界の濃厚ワイン、特に冬の食卓にぴったりな味わいです。

フランス：タンニンの語源になった南西地方の土着品種“タナ”を使用した濃厚ワイン「ガスコーニュ タナ・カベルネ」「マリアンヌ」
タナはフランス南西地方のピレネー山脈の麓を原産とする赤ワイン品種、色濃くしっかりした渋みが特徴。今回の2本はカベルネ・ソーヴィニヨンなどをブレンドして飲み易い味わいに仕上げています。

フランスもう1本は南フランスラングドック、古樹から収穫したカリニャン１00%にフレンチオーク樽熟成の複雑な味わいが特徴。

イタリア：北イタリア フリウリ・ヴェネツィア・ジューリア州のカベルネと、南イタリア プーリア州の2本。
北イタリアの力強さと、南イタリアの熟成感のある味わいをお愉しみください。

スペイン：近年人気のぶどう品種“メンシア”100%、フレッシュ他も持つ旨味と柔らかいタンニンを持ち、長い余韻も愉しめます。
「エル・カミーノ」はスペインの最西端にある聖地サンティアゴ・デ・コンポステーラへの巡礼路を示します。

南アフリカ：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、ピノ由来のエレガントさとサンソ―由来の力強さのバランスを愉しめます！

チリ：「アルタ・ロマ」のカベルネ・ソーヴィニヨンとメルローを使用した飲みごたえのある赤ワインです。

オーストラリア：カベルネ＆シラーズのブレンドワインとシラーズ100%の2本、どちらもしっかりしたタンニンと程よい酸を感じ、完熟ぶどうの旨味をお愉しみいただけます。

世界の濃厚赤ワイン、各産地の特徴や品種の味わいを是非ご賞味ください！

商品名 商品名

ガスコーニュ　タナ・カベルネ エル・カミーノ ビエルソ メンシア ホーベン

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 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
NV 辛口

コロンバール60%、ソーヴィ
ニョン・ブラン40%

スペイン リオハ クネ NV 辛口 ビウラ 100%

フランス ラングドック ラ・クロワザード NV 辛口 シャルドネ100％ ポルトガル ミーニョ ヴェルコープ NV 中辛口
ローレイロ40%、アリン
ト30%、トラジャドゥー

ラ30%

フランス LGIワインズ NV 中辛口
コロンバール80%、ユニ・ブ

ラン20% アルゼンチン メンドーサ アルジェント NV 辛口 シャルドネ100%

イタリア ヴェネト ナターレ・ヴェルガ NV 辛口
ガルガーネガ70%、ピノ・ビ
アンコ20%、トレッビアーノ

10%
南アフリカ ウェスタン・ケープ ワイルドハウス NV 辛口 シュナン・ブラン100%

イタリア プーリア トゥルッリ NV 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 NV 辛口 シャルドネ100％

スペイン
ティエラ・ディ・カ

スティーリャ
アルダレス NV 辛口 ベルデホ100% チリ セントラルヴァレー ウンドラーガ NV 辛口

シャルドネ95%、ソー
ヴィニヨン・ブラン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。

オーガニック ブランコ アルタ・ロマ シャルドネ ソーヴィニヨン

フレッシュでフルーティーな味わいを程よい酸味、ミネラル、そしてほのかな苦みが引き締め、バランスの良い仕上がりとなっています 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。

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 シュナン・ブラン

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。
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。

グラン・クール ブラン シャルドネ

爽やかなグレープフルーツ、ライムなどの柑橘類、パッションフルーツのアロマ。きりっとした酸、
洋ナシを想わせるふくよかな果実味と、蜂蜜のニュアンスがバランスよく感じられます。

トロピカルフルーツや白桃のようなフルーティな果実の味わいがミネラル感やバターのニュアンスによって引き立てられ、贅沢でまろやかな後味をもたらします。

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)

レゼルヴ シャルドネ ヴィーニョ・ヴェルデ ヴェルデガ ブランコ

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。

ポルトガルの国鳥がシンボルのフルーティな微発泡ワイン。軽快な泡とミネラル、フルーティなレモンやライムなどの味わいが愉しめます。

2022年　冬のリカーセレクション

No.042　世界の食卓から 日常を飾る白ワイン12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12本セレクトしました。
それぞれの生産国の気候や土壌を反映した白ワインの味わいを飲みくらべ出来るセットです。

フランス：南西地方の名門＜ドメーヌ・アラン・ブリュモン＞が造るデイリーワイン、柑橘果実のフレッシュな果実味と爽やかな酸のバランスが良く、軽やかでクリスピーな味わいです。
人気の<ラ・クロワザード>からは、熟成感のあるシャルドネ100%のレゼルヴタイプ、フルーティで心地よい酸味が広がり、樽熟成由来のバニラのアロマが華やかに広がります。

イタリア：北イタリアヴェネト州のフレッシュで果実味と酸味のバランスがいい味わいで人気のソアーヴェ。
南イタリア プーリア州のヴェルメンティーノは温暖な気候を反映した芳醇かつフレッシュな味わいで人気の1本です。

スペイン：香り豊かな“ビウラ”100%、心地よい酸味と上質なミネラル感があり、フレッシュ&ドライで爽やかな味わいが特徴です。

ポルトガル：産地ポルトガルの国鳥「ガロ」が描かれた特徴的なラベル、フレッシュ&フルーティ、産地を代表する微発泡ワインをお愉しみください。

南アフリカ：フランスロワール地方と南アフリカで主要品種とされる“シュナン・ブラン”100%、フレッシュで生き生きとした酸が特徴、シュール・リー製法によるまろやかさと複雑さもご堪能ください。
※シュール・リー製法…直訳で「澱の上」その名の通り澱の上で醸造をすることで、酵母由来の風味や旨味をワインに与えることが出来ます。香りやコクが加わり味わい深いワインになります。

オーストラリア：大人気品種“シャルドネ”100%。南半球のシャルドネらしい柑橘系果実の爽やかさに、白桃のようなフルーティな余韻を愉しめます。

チリ：シャルドネとソーヴィニヨンブランのブレンドワインです。南半球ならではのふくよかな味わい、ブレンドによるバランスの良さが特徴です。。

世界の銘醸地の白ワイン、各産地の特徴や品種の味わいを是非ご賞味ください！

商品名 商品名

マリアンヌ・ブラン アラーノ オーガニック ビウラ

柑橘果実のフレッシュな果実味と爽やかな酸のバランスが良く、軽やかでクリスピーな味わいです。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

日本 北海道 ふらのワイン 2015 フルボディ ツヴァイゲルトレーベ

日本 山梨 白百合醸造 2021 辛口 甲州100％

日本 山梨 白百合醸造 2019 フルボディ
プチヴェルド

マスカッベーりーA
メルロー

日本 長野
信州たかやまワイナ
リー

2019 辛口 シャルドネ100％

日本 長野
信州たかやまワイナ
リー

2018 ミディアムボディ
メルロー

カベルネ・ソーヴィニョ
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。

星詩（ほしのうた） シャルドネ

高山村のきれいな星空のもと育ったぶどうは、澄んで凛とした味わいのワインを造り出します。夜の間ぶどうがゆっくりと休み、また昼間との大きな寒暖差を感じることで、唯一無二の高山村らしさが表れて
います。華やかな果実味に檸檬のような綺麗な酸、バニラの印象やクリーミーなニュアンスがバランス良く感じられます。

星詩（ほしのうた）メルロー＆カベルネ・ソーヴィニヨン

高山村のきれいな星空のもと育ったぶどうは、澄んで凛とした味わいのワインを造り出します。夜の間ぶどうがゆっくりと休み、また昼間との大きな寒暖差を感じることで、唯一無二の高山村らしさが表れて
います。黒果実にスパイスやほんのりとビターチョコのような香りが広がります。酸と細やかなタンニンにより軽やかで引締まった味わいです。本場ボルドーにも負けない気品と滋味深い味わいが楽しめるボ

ルドーブレンド

ロリアン 勝沼甲州

勝沼産甲州ぶどうのみを使用し、辛口で旨みの残るシュール・リー製法で醸造。国内外のコンクールで受賞多数の白百合醸造のフラグシップワイン。野菜の天ぷらやお寿司など和食との相性は抜群です。

ロリアン トリオ（三重奏）

選び抜かれた3種類(トリオ)のぶどうをそれぞれオーク樽で熟成させブレンド。カシスなどの果実味と程よい酸味、心地よいタンニンが食欲をそそるワインです。すき焼きや、ラムチョップ、ブルーチーズなど
しっかりとした味わいのものとよく合います。

2022年　冬のリカーセレクション

No.043 冬の味覚におすすめ！日本の赤・白ワイン5本セット

近年益々注目される日本ワインの代表的な３生産地（北海道、長野、山梨）から、甲州やシャルドネ等の王道品種からツヴァイゲルトレーベのようなこれから
面白い注目品種まで、赤・白ワインをセットにしました。

＜ふらのワイン＞ツヴァイゲルトレーベ
ふらのワインでの中心的な存在のワイン。富良野で栽培されるツヴァイゲルトレーベは、濃い色調でしっかりとしたタンニンが特徴です。5年以上(木樽1年・ビ

ン4年)の熟成を経て生まれる果実香・樽香・熟成香のバランスが絶妙な逸品。
＜白百合醸造＞ロリアン 勝沼甲州

勝沼産甲州ぶどうのみを使用し、辛口で旨みの残るシュール・リー製法で醸造。国内外のコンクールで受賞多数の白百合醸造のフラグシップワイン。野菜の天
ぷらやお寿司など和食との相性は抜群です。

＜白百合醸造＞ロリアン トリオ
選び抜かれた3種類(トリオ)のぶどうをそれぞれオーク樽で熟成させブレンド。カシスなどの果実味と程よい酸味、心地よいタンニンが食欲をそそるワインで

す。すき焼きや、ラムチョップ、ブルーチーズなどしっかりとした味わいのものとよく合います。
＜信州たかやまワイナリー＞星詩　シャルドネ

高山村のきれいな星空のもと育ったぶどうは、澄んで凛とした味わいのワインを造り出します。夜の間ぶどうがゆっくりと休み、また昼間との大きな寒暖差を
感じることで、唯一無二の高山村らしさが表れています。華やかな果実味に檸檬のような綺麗な酸、バニラの印象やクリーミーなニュアンスがバランス良く感

じられます。
＜信州たかやまワイナリー＞星詩　メルロー＆カベルネ・ソーヴィニヨン

黒果実にスパイスやほんのりとビターチョコのような香りが広がります。酸と細やかなタンニンにより軽やかで引締まった味わいです。本場ボルドーにも負け
ない気品と滋味深い味わいが楽しめるボルドーブレンド。

冬の味覚にもぴったりなワインをお楽しみください。

商品名

ツヴァイゲルトレーベ

ふらのワインでの中心的な存在のワイン。富良野で栽培されるツヴァイゲルトレーベは、濃い色調でしっかりとしたタンニンが特徴です。5年以上(木樽1年・ビン4年)の熟成を経て生まれる果実香・樽香・熟
成香のバランスが絶妙な逸品。



 

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―・ド・マルセール 2019 辛口 シャスラ100%

スイス ラ・コート
ドメーヌ・アンリ・クル
ション

2019 辛口 シャスラ100%

スイス ヴァレー ジャン-ルネ・ジェルマニエ 2019 ミディアムボディ アミーニュ100%

スイス ティッチーノ
カステロ・ディ・モルコー
テ

2020 辛口
メルロー90%、ソーヴィ

ニヨンブラン10%

スイス ラ・コート
ドメーヌ・アンリ・クル
ション

2020 ミディアムボディ ガメ50%、ガマレ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。

ビアンカ・マリア

スイスとイタリアの国境の地、ティッチーノ州の名産白ワインは、なんと、黒ブドウ品種メルローから造られています。地中海から吹き込む湿った空気がアルプス山脈に当たり、雨量の多いこの地方では、ブドウのカ
ビ害に悩まされてきました。湿潤な気候に強いとされるメルロー品種だけがこの地での栽培に適していたため、昔からこの地で栽培されていましたが、白ワインへの憧憬から、栽培できるメルローから白ワインを造り

始めたと言われています。「10%ブレンドされたソービニヨンブランがよい仕事をしている」とは、ビオディナミに取り組んでいるこのワインの生産者の言葉です。

メロディーヌ

ガメ品種とライヒンスタイネール品種の交配から造られたスイス品種のガマレを50%、ガメ50%のブレンド赤ワインです。ガマレがゲルマン系の実直さを、ガメがラテン系の楽しさを体現し、まさにスイス人そのも
ののような赤ワイン。スイスワインの自然派ビオディナミを実践するドメーヌ・アンリ・クルションが造ると、こんなにも雑味が無く、清らかなワインに仕上がります。軽やかな赤ブレンドワインの守備範囲は広く、

シチューのような家庭的な洋食からしゃぶしゃぶのような鍋物まで、広くお楽しみいただけます。

モン・ド・ヴォー　グラン・クリュ

スイスワインを語るときに、絶対に外せないのが、このシャスラという白ブドウ品種。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。農薬等化学薬品の使用を禁じているビオ
ディナミの非常に厳しい認定基準であるデメテール認証を有するスイス屈指の自然派生産者アンリ・クルションの造るグラン・クリュ無濾過シャスラ。無濾過とは思えないほどの清らか透明感、清らかさは醸造の腕前

を表すもの。穏やかな酸味、ミネラルに支えられた品格の高さは、日本の食事シーン、特に和食に欠かせない存在です。

アミーニュ・ド・ヴェトロ・ドゥ・ザベイユ

スイスヴァレー州トップ生産者ジャン-ルネ・ジェルマニエによるスイス固有稀少品種の白ワイン。スイスにしかない品種です。世界でも、わずか40haほどの耕作面積しかなく、そのうちのほとんどがヴァレー州
ヴェトロ村で栽培されている大変に珍しい品種で、残糖度により3段階のワインを造っています。このワインは、その真ん中のクラスで、上品な果実味をお楽しみただける微かな甘口です。橙やアプリコットの果実味
に満ち溢れ、人を虜にするようなアロマ、ほど良い清らかな酸味、ミネラル感の絶妙なるバランス。中国料理や、エスニック料理、和食にも活用範囲は広い。非除梗、非補糖ブドウ果汁。アルコール度数14 ％、パー

カーポイント93。

2022年　冬のリカーセレクション

No.044　スイスのトップ生産者たちから厳選　赤・白ワイン5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、いずれもスイストップレベル生産者による5本セット。ほとんどが自国消費されてしまうスイスワインは、入手が難
しく、貴重なワインとされています。

スイスワインの特徴をひとことで表すとするならば、アルプスの澄み切った空気を思わせる清らかな透明感にあると言えます。アタックで印象づけしたり、自己を主張する華美さとは反対
に透明感が特徴で、シャスラ品種だけに止まることなく、スイスワイン全体に共通する特徴と言えるでしょう。
世界中の高品質ワインを飲まれたワインラヴァーからも高い評価を得ている注目の生産地となっております。

シャト―・ド・マルセール　プルミエ・グラン・クリュ：「シャスラ」は、スイスワインを代表するぶどう品種です。厳しい基準をクリアしたワインの１キュベだけに与えられる特別格付
け「プルミエ・グラン・クリュ」です。

モン・ド・ヴォー　グラン・クリュ：こんなに透き通った無濾過ワインは、醸造の腕前を物語るものです。シュールリ製法の複雑味、重厚さもお楽しみください。
アミーニュ・ド・ヴェトロ・ドゥ・ザベイユ：スイスにしかない非常に希少な固有品種「アミーニュ」は、アプリコットやマンダリンのような果実味、美しい酸味。パーカーポイント93を

取得し、国際的評価も認める逸品。
ビアンカ・マリア：世界的に見ても、非常に珍しい黒ぶどうのメルロー品種を白ワイン仕立てにしたもの。スイス・イタリア語圏の特産品です。

メロディーヌ：スイスで交配され創られた品種「ガマレ」を50%使ったブレンド赤ワインをスイス自然派の名手が造りました。

商品名

シャト―・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。グランプリ・ヴァン・スイス金賞。



 

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
DOリベラ・デル・
デゥエロ

ボデガ・イ・ビニェド・アウサス 2018 フルボディ
ティント・フィノ（テン
プラニーリョ）100％

スペイン DOCaリオハ ボデガス・オバロ 2020 フルボディ テンプラニーリョ100％

スペイン DOトロ ボデガス・コビトロ 2020 フルボディ テンプラニーリョ100％

スペイン DOナバーラ カスティーリョ・モンハルディン 2019 ミディアムボディ ガルナッチャ100％

スペイン
DOウティエル・レケ
ナ

チョサス・カラスカル 2020 ミディアムボディ ボバル100％

スペイン V.T. カスティーリャ ボデガス・マノ・ア・マノ 2017 フルボディ テンプラニーリョ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。

マノ・ア・マノ

チェリー、ブラックベリー、スミレ、カシス、オリーブやブラックペッパーなど様々なニュアンスが折り重なった複雑な香り。しっかりとしたフィネスに支えられ、酸とのバランスも良くエキスは十分、熟成のポテンシャルも感
じられます。女性醸造家が造り上げる果実味豊かでボディはしっかりとしていながらも繊細さも兼ね備えた赤ワインです。

モンハルディン・ガルナッチャ・ヴィエイユ・ヴィーニュ

国内外で100以上の賞を獲得しているワイナリーが樹齢70年の古木から造るやさしい味わいの赤ワイン。冷涼なナバーラのテロワールを生かしたエレガントな仕上がりが特徴的です。ラズベリーやレッドベリーなど赤系果実の
香りに樽由来のロースト香がきれいに重なり合った上品な味わいを楽しめます。

ラスドセス・ティント

スペイン国内で１９ワイナリーしか存在しない”ビノ・デ・パゴ（単一ぶどう畑限定高級ワイン）”を所有するワイナリーが作るオーガニックワイン。「環境にやさしいワイン造り」をモット―に造られるそのワインは、ベリー
系の香りが豊かでやわらかなタンニンが全体をうまく引き締めており、余韻に広がる土や枯れ葉などの複雑味が奥行をあたえ、体にやさしく染み入ります。食事に合わせてもそのままワインのみでも楽しめるおすすめの1本で

す。

オバロ・サンロケ

ナイアやドミニオ・デ・アタウタなどスペインの有名ワイナリーを所有するアバンテセレクタグループがリオハで展開するワイナリーの赤ワイン。地中海性気候の理想的な環境のもと、伝統を尊重しながらモダンなワインに仕上
げてます。味わいはチェリーやストロベリーといったテンプラニーリョ特有の野生の赤い果実の香りが豊か、ビロードのような滑らかな口当たりが心地よい味わいです。

セルメーニョ・ティント

DOトロが原産地呼称DOトロとして1987年に認証される前からこの地で先駆けてワイン造りを始めたDOトロの大表格ワイナリー。味わいは濃厚でコクがありエキス十分のフルボディな赤ワイン。ホテル椿山荘主催の「日本で
飲もう最高のワイン」では４年連続金賞受賞、スペインの国際ワインコンクールでも金賞受賞の評価の高いワインです。一気に飲み切らなくても味が変わらずおいしく飲めるのもお勧めポイントです。

2022年　冬のリカーセレクション

No.045アウサス入りスペイン周遊6本セット

アウサス入りスペイン周遊赤ワイン6本セットのご案内です。スペインワインの最高峰「ウニコ」を手掛けるボデガス・ベガ・シシリアの醸造長を25年間勤めたハビエル・
アウサス氏が作る注目の赤ワインが味わえる価値あるセットです。アウサス氏はベガシシリアを退職後、自らのプロジェクト「アウサス」を立ち上げファーストヴィンテー
ジ2016が2年前にリリースされました。彼の世界観が凝縮されたそのワインは瞬く間に完売となり、初ヴィンテージの2016年がパーカーポイント9５点、2017年94
＋、そして2018年が95点と立て続けに高評価となり、スペインの著名なワイン誌ペニンガイドでも95の高評価でポテンシャルの高さが世界的に広がり、新たな「スー

パースパニッシュワイン」の誕生と注目を浴びております。国内限定720本入荷、新たなリベラ・デル・ドゥエロを牽引するニュースタンダードとして、今後が非常に楽し
みなワイナリーです。その他、リオハ、トロ、ナバーラ、ウティエールレケーナ、ラ・マンチャとスペインワイン銘醸地をお試しいただけるセットとなっております。

商品名

アウサス

スペインワインの最高峰「ウニコ」を手掛けるボデガス・ベガ・シシリアの醸造長を25年間勤めたハビエル・アウサス氏が作る極上の赤ワイン。ベガシシリアを退職の後、自らのプロジェクト「アウサス」を立ち上げ、2016に
ファーストビンテージがリリースされその実力派はお墨付き。2018は、パーカーポイント95点、ぺニンガイド95点を獲得した世に認められているワインです。彼のフィロソフィーは主に3 つがポイント。・ピュアな果実味＋
樽（ただし樽感はですぎずほのかな程度）・フレッシュさ、生き生きとした酸・口の中を広がる上質のタンニン と、エレガントなワインを求める彼のスタイルは今後も期待が高まります。＜味わい＞熟した果実の香りにハーブや
オークのクリーミーなアロマ。果実味とスパイスが一体と
なり洗練された円みのあるタンニンが力強く広がり余韻も長い。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

チリ アコンカグア エラスリス 2017 フルボディ

カベルネソーヴィニョン
主体、マルベック、カル
メネール、プティヴェル
ド、カベルネ・フラン

チリ アコンカグア エラスリス 2017 フルボディ
カルメネール主体、シ

ラー

チリ アコンカグア エラスリス 2019 フルボディ
カベルネ・ソーヴィニョ
ン主体、プティ・ヴェル
ド、カベルネ・フラン

チリ アコンカグア エラスリス 2020 辛口 シャルドネ

チリ アコンカグア エラスリス 2019 フルボディ カルメネール

※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。

エラスリス マックス レゼルヴァ シャルドネ

シナモンやバニラ、黄桃やバターのようなニュアンスなど、豊かでほどよい強さを持つアロマ。リッチで丸みのある感触、フレッシュな酸味と豊かな果実感によるジューシーなバランスの辛口。カキフライに
やや酸味の利いたタルタルソースで、ワインと同じくコクと酸を持ち合わせた味わいで楽しめます。

エラスリス アコンカグア アルト カルメネール

よく熟したレッドプラムにブラックチェリーのニュアンス、清涼感もしっかり感じる果実のアロマ。凝縮感も十分にあり、滑らかな飲み心地でフレッシュな酸味と共に引き締まったバランスは、タイトで上品
な余韻を表現しています。うなぎに実山椒煮の様な、スパイスの効いたしっとりとした美味しさの料理とお楽しみください。

エラスリス カイ

カシスやプラムに、カカオやグリーンペッパーのニュアンスもわずかに感じる複雑さのある香り。丸みのあるテクスチャーで、フレッシュな酸味と果実感がバランスよく、タンニンもよく溶け込んでいる。フ
レッシュさとコクを併せ持った味わいとなっています。

エラスリス マックス レゼルヴァ カベルネ ソーヴィニヨン

熟したカシスにプラム、スパイシーで大地を感じるニュアンスの強いアロマ。厚みのあるテクスチャー、ちょうどよい凝縮感、ドライなタンニンを持つ骨格のしっかりした味わい。タイムやローズマリと共に
羊の炭火焼きやローストの様なしっかりと噛みごたえのある料理とよく合います。

2022年　冬のリカーセレクション

No.046 ＜チリ最高峰の生産者！＞チリ・アコンカグアの伝説的ワイナリー<エラスリス>堪能 赤・白ワイン5本セット

チリ最高峰の名門ワイナリーと称される＜エラスリス＞の赤・白ワインのセットです。＜エラスリス＞は「世界で最も優れたカベルネが育つ」と言われるアコ
ンカグア・ヴァレーをほぼ独占するほどの畑を所有しています。この地域の気候の特徴は、海から12kmほどの距離のため、寒流の流れる海風の影響がありま
す。午前中は毎日のように立ち込める霧が陽の光をほどよく遮り、夜間にかけても常に冷涼な空気のため、ワインに凝縮感とエレガントさを与えるテロワール
となっています。創業者ドン・マキシミアーノ・エラスリスが1870年に設立してから2020年で150周年を迎え、チリの歴代大統領を4人輩出している由緒

ある名家でもあります。そして、世界的なブラインドテイスティングの品評会ではフランスの名門シャトーやオーパス・ワンを押さえ1位に輝いた快挙を成し、
「チリワイン」の概念を超えた世界のファインワインとしての地位を確立しました。創業者の名を冠したフラッグシップの「ドン・マキシミアーノ」をはじ

め、それぞれのブドウの個性を表現したワインのラインナップをお食事とともにごゆっくりお楽しみください。

商品名

エラスリス ドン マキシミアーノ ファウンダーズ レゼルブ

カシスにプラム、ミントやグリーンペッパーの様な風味を持つアロマ。凝縮感と酸度が高い味わいで、タンニンと骨格がしっかりとしています。華やかな果実感とフレッシュな余韻をもつストラクチャーの強
い味わいです。



 

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 アブルッツォ ファビュラス 辛口
ピノグリージョ85％、そ

の他15％

フランス ラングドック ドメーヌ・アザン 辛口 ヴィオニエ100％

フランス ラングドック マス・ド・ジャニーニ 辛口
ソーヴィニヨンブラン

50％、ヴェルメンティー
ノ50％

オーストリア ライタベルク リスト ミディアムボディ
ブラウフレンキッシュ

100

フランス シュドウエスト クロ・シギエー フルボディ オーセロワ100％

フランス ブルゴーニュ
コント・ロワイエ・
ド・ブラヴァー

辛口 アイレン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。

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

ブラウフレンキッシュ

ブラウフレンキッシュをプレス後ステ
ンレスタンクで発酵し、大樽で熟成しました。粘性豊かな小豆色、ザ
クロやカシス、スパイシーなブラックペッパーの香り、ピュアな果実

感に豊かなタンニン、滑らかな余韻がアフターへ続きます。

カオール

カオールは黒ワインの産地と呼ばれる程、ぎっしり渋味の多い味わいの中で「懐か
しくて、なんて上品」と、昔ながらの味わいを知ってる地元の人達に

も絶賛です。ステンレスタンク発酵、木樽で24 ヶ月熟成後、ノンフィ
ルターで瓶詰めしました。ハーブやベリーに少しのバニラ香が豊か

で凝縮した旨味を高めの酸がうまく全体をまとめています。

AZAN　ブラン

無農薬栽培で丁寧に育てたヴィオニエのみを使用して醸造しています。地
中海に降り注ぐ南の太陽を一杯浴びて生まれたワインは、澄んだ

ホワイトイエローの色調に、黄色い果実の香りとハチミツの風味の
中に程良いコクと舌触りを楽しめる爽やかな味わいです。

セ ビアン コム サ ブラン

収穫後プレスしステンレスタンクで発酵そのまま4 ヶ月熟成、清澄せず
軽く濾過し瓶詰めしました。透明感のあるレモンイエローの外観に、

レモンやライム、ミント、トロピカルフルーツの香り、フレッシュな酸
と果実味のバランスが取れています。

2022年　冬のリカーセレクション

No.047  専門インポーターが選ぶ！初めての自然派ワインバラエティーワイン６本セット

「自然派ワインに興味があるけど、どれを選んでいいか分からない」そんな方にオススメのワインをセレクトしま
した。今回の６本はフランス中心にイタリア、オーストリアのワインもございます。軽やかな味わいから、しっか

りボディのワイン等、前回よりバラエティーに富んだ内容になっております。
既存の枠組みにとらわれない自然派ワインの魅力も感じられながら、初めての方でも飲みやすいものを中心となっ

ております。
お食事と一緒に、またはワイン単体でお愉しみください。

商品名

スプマンテ　ピノグリージョ

憂いを含むアンバーロゼの外観、控えめな 泡からイチゴやマンゴーの甘い香り、高めの酸が口あたり心地よく、 ミネラルをたっぷり含む極辛口の仕上がりです。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

ジョージア カヘティ ギウアーニ 辛口 ムツヴァネ100％

フランス ラングドック
シャトー・ド・ゴー
ル

辛口
シャルドネ60％、シュナ
ンブラン25％、モーザッ

ク15％

フランス ラングドック リヴィングアース 辛口 シャルドネ100％

フランス ロワール ボネ・ユトー 辛口 ミュスカデ100％

スペイン カタルーニャ アルテロヴィヌム 辛口
ガルナッチャ ブランカ

100％

※
ボ

各単品に関する説明を記入してください

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。

シウタッツ ガルナッチャ ブランカ

ガルナッチャブランカをプレス後ステンレスタンクで発酵・熟成しまし
た。クリアなグリーンがかったライトイエロー、爽快なライムやレモ
ネードの香り、軽快でフレッシュなアタックにミネラリーな中盤、柑
橘のほろ苦さをアクセントにスッキリとしたアフターを迎えます。

オピドゥム

粘土石灰に植わる3種の白ぶどうを除梗しプレス、5hl・12hl・
30hlの木樽で発酵し、12hlと30hlのフードルで熟成しました。グ

リーンイエロー色、スウィーティや晩白柚、レモネードのアロマ、柔
らかいアタックに拡がる果実味、シャープな酸に中程度のエキス感、

アフターはスッキリとした印象です。

シャルドネ

「オーガニック栽培＝自然回帰が美しい星地球をこれ以上汚さない一歩になれば」との思いを込めて
誕生しました。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。

2022年　冬のリカーセレクション

No.048　冬に飲みたい自然派オレンジ・白ワイン５本セット

身体に染み渡る味わいが魅力のナチュラルワイン。食事との相性も抜群に良く、テーブルを彩ります。
和食からエスニックまで相性の良いオレンジワインに加え、幅広くペアリングできるよう、すっきりタイプから、果実味と飲みごたえのある白ワインの計５種

を揃えました。お家ごはんのお供でも、パーティーなど仲間の集まるタイミングでも。各国のワインをご賞味ください。

商品名

ムツヴァネ クヴェヴリ

樹齢25年のムツヴァネを9月末に収穫しクヴェヴリで2日間醸し発酵後、そのま
まマロラクティック発酵・熟成し20年9月に瓶詰めしました。黄金色の綺麗なオレンジカラー、紅茶やカリン、金木犀の香りを感じます。

リンゴの種のようなほろ苦いアタックに、タンニンと酸がキュッと引き締めてくれます。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

イタリア マルケ
チェンタンニ・ジャ
コモ

辛口 パッセリーナ100%

イタリア マルケ
チェンタンニ・ジャ
コモ

辛口
トレッビアーノ 50%、
パッセリーナ 25%、ペ

コリーノ 25%

イタリア マルケ
チェンタンニ・ジャ
コモ

辛口 パッセリーナ100%

イタリア マルケ
チェンタンニ・ジャ
コモ

ミディアムボディ
サンジョヴェーゼ50%、
その他の黒ブドウ50%

イタリア マルケ
チェンタンニ・ジャ
コモ

フルボディ 黒ぶどうブレンド

※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。

各単品に関する説明を記入してください

ロッソ　ピチェーノ　ロッソ　ディ　フォルカ

滑らかな口当たりから、果実味が豊かに広がり、後味にくる上品なほろ苦みと、心地よいスパイシーさが余韻にのこります。赤身の肉や熟成したチーズとよく合います。

マルケ　ロッソ　モンテフロリス

ルビーレッドの色調で、ブラックベリーや、ダークチェリーなど香り、リコリスなどのスパイスの香り。タンニンと果実のバランスが良く、余韻も長い。

ファレリオ

青リンゴや白い花のようなフレッシュな香りが特徴的で、白身の魚や豚のローストなどとよく合います。10～12℃くらいに冷やしてお楽しみください。

オフィダ　パッセリーナ

マルケ州の土着品種である、パッセリーナを100％使用した白ワイン。華やかな香りとフレッシュな酸味が感じられ、フルーティな味わいが特徴的です。フレッシュチーズや淡白なお肉との相性がよく、10
～12℃くらいに冷やしてお楽しみください。

2022年　冬のリカーセレクション

No.049　イタリアのオーガニック生産者〈チェンタンニ・ジャコモ〉のバラエティワイン５本セット

2022年の「ヴィニタリー」受賞生産者である〈チェンタンニ・ジャコモ〉の初輸入商品を含むキュベ５本セットです。ピチェーノ地方の古い城壁が残る丘陵
地帯の中世の町にあるワイナリー。温暖な気候、肥沃な土地、海からの風、毎日愛情を注いでワインを造り、有機肥料を使用して造られたオーガニックワイン

をご賞味ください。

商品名

パッセリーナ　ブリュット

マルケ州の土着品種である、パッセリーナを100％使用したスパークリング。華やかな香りとフレッシュな酸味が感じられながらも、程よい厚みを感じることができます。フレッシュチーズとの相性がよく、
10～12℃くらいに冷やしてお楽しみください。



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

アルゼンチン アルゼンチン
ボデガ・エル・エス
テコ

2018 フルボディ
マルベック50 %

カべルネ・ソーヴィ
ニヨン50 %

イタリア シチリア
フェウド・ディ・サ
ンタ・テレザ

2020 辛口
グリッロ70 %

ヴィオニエ30 %

イタリア プーリア インテグロ 2021 フルボディ
プリミティーヴォ

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

2020 辛口 シャルドネ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

2020 ミディアムボディ
メルロー55 %　カ
べルネ・ソーヴィニ

ヨン45 %
チリ チリ

ヴィーニャ・コノス
ル	ア

2021 辛口
ソーヴィニヨン・ブ

ラン100 %

チリ チリ
ヴィーニャ・コノス
ル

2018 フルボディ
マルベック85 %

シラー15 %
スペイン バルデペーニャス

フェリックス・ソリ
ス・アヴァンティス

2020 辛口
ヴェルデホ　ソー

ヴィニヨン・ブラン

スペイン バルデペーニャス
フェリックス・ソリ
ス・アヴァンティス

2017 ミディアムボディ
テンプラニーリョ

100 %

アルゼンチン アルゼンチン
ボデガ・エル・エス
テコ

2022 辛口 トロンテス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。

クマ　オーガニック　トロンテス

バラ、ジャスミン、オレンジピール、フレッシュな桃や花の香り。豊かな果実味があり、心地よい酸がトロンテスらしさを感じさせる。

カスティーリョ　デ　メナーラ　オーガニック　テンプ
ラニーリョ　グランセレクション

有機栽培葡萄を100％使用。赤系果実の鮮やかさと熟れた果実の豊かさのバランスの良い赤ワイン。味わいは、果実の優しい甘みにスパイシーなニュアンス、心地よい酸が
感じられ、非常に柔らか。

コノスル　オーガニック　マルベック
カスティーリョ　デ　メナーラ　オーガニック　ヴェルデ

ホ　ソーヴィニヨン・ブラン

ブラックベリー、プラムの果実の香りに、スミレの花や、黒コショウのスパイシーなニュアンスも感じられる。ジューシーな果実味に、豊かな酸としっかりとした渋味が感
じられるフルボディ。

有機栽培葡萄100％使用。優しい口当たりの白ワイン。グレープフルーツやレモンのフレッシュな柑橘系果実の香りに、桃やトロピカルフルーツの華やかな香り立ち。爽やかな印
象のフルーティーですっきりとした辛口。

キュヴェ　セクレテ　メルロー / カベルネ・ソーヴィニ
ヨン (SO2無添加)

コノスル　オーガニック　ソーヴィニヨン・ブラン

酸化防止剤無添加オーガニックワイン。ソフトな口当たりのミディアムフルボディ。カシスやブルーベリーの豊かな果実味に緻密なタンニンがよく溶け込んでおり、柔らか
な飲み心地。

ライムやグレープフルーツなどの柑橘系果実の爽やかな香り。白い花や白桃のニュアンス。キリッとした酸味が感じられ、瑞々しい果実の凝縮された味わいと豊かなミネラル分を
感じる。

リナ・イアンカは白い砂という意味。サンタ・テレザの土壌はほとんどが赤土だが、リナ・イアンカの区画だけは白い砂。フレッシュな酸のシチリア固有品種グリッロとアロマと
テクスチャーをもつ国際品種ヴィオニエのブレンド。

インテグロ　オーガニック　プリミティーヴォ ヴィニウス　オーガニック　シャルドネ

はっきりとした香り立ち。ブラックチェリーやスパイスなどの香り。チェリーなどの果実味が豊富なフルボディ。酸も豊かでバランス良い味わい。
16〜17℃の低温で約3週間かけて発酵。20%はアメリカンオークで樽発酵、樽熟成。滓と共に2ヶ月熟成、トロピカルフルーツの芳醇な香りとヴァニラ香がきれいに混ざり、ふく

よかなボディとバランスの取れた酸が特長。

2022年　冬のリカーセレクション

No.050　酸化防止剤不使用ワイン含む！オーガニックバラエティーワイン10本セット

オーガニックワインは「農薬や化学肥料を使用せず、自然の恵みを生かした有機栽培のぶどうから造ったワイン」のこと。認証を受けているワインのみ、オーガニックを名乗ることができます。フランス、イタリア、スペイン、チリ、アルゼ
ンチンの世界5カ国で造られたオーガニックワインが楽しみいただけるセットです。キュヴェセクレテは、オーガニックに加えて酸化防止剤不使用のワインです。自然の恵みで育まれた豊かな味わいをお楽しみください。

商品名 商品名

クマ　オーガニック　レッド　ブレンド リナ・イアンカ　グリッロ　ヴィオニエ　オーガニック

カシスやブラックベリーなどの豊かな香りに、ジューシーさとコクがあるソフトな口当たりのオーガニックワイン。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

フランス コートドブール
アール・ヴィニョブル
ズ・ジレス

2015 ミディアムボディ
メルロー８０%、マル

ベック２０％

フランス ボルドー パスカル・コトロー 2015 ミディアムボディ メルロー１００％

フランス コートドブール
SAS ラモント フィナ
ンシエール

2015 ミディアムボディ
メルロー９０%、カベル

ネフラン１０％

フランス
ボルドーシューペ
リュール

SAS Societe
Viticole de France

2015 フルボディ
メルロー７０%、カベル
ネソーヴィニヨン３０％

フランス コートドブール
アール・ヴィニョーブ
ル・アルノー 2015 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。

シャトー レ グラヴェット

フルボディでスパイシーな味わいのワインは、ブラックベリーやタンニンの渋みを感じられる、果実味豊かでキレのある仕上がりです。

シャトー デュ ヴュー ラヴォワール

金賞受賞のワインは美しい深紅色で革の香りを放ち、味わいはソフトなタンニンでエレガントでい仕上がり。

シャトー オー ジロン

チェリー系の素晴らしい香り。果実味に溢れた旨味と程よい酸味がバランスよく調和しています。

シャトー グラン ジュール

ボルドーコンクールで金賞受賞。濃い赤色のワインは芳しく、繊細で華やかな赤い果実の繊細なアロマがあります。

2022年　冬のリカーセレクション

No.51　バイヤー厳選・優良収穫年2015年ボルドーだけを集めた赤ワイン5本セット

近年最高の優良収穫年とも謳われる2015年産ボルドー赤ワインを三越伊勢丹のお酒バイヤーが厳選した限定ワインセットです。
天候に恵まれた年は「当たり年」と呼ばれ、国によって差異はあるものの、世界的に当たり年と括るとおよそ5年ごと（2010年、2005年、
2000年、1995年、1990年）に良い作柄に恵まれると言われています。2015年は猛暑で乾燥はしていましたが、適度な雨も降ったため非
常に理想的なぶどうを収穫することができた年でした。素晴らしい天候に恵まれた年に収穫されたぶどうは、長期保存に耐えうる、しっかり
とした骨格（ボディ）や高い酸度を持ち、熟成することでタンニン（渋み）は滑らかに、酸味は穏やかなものへと変化し調和のとれたワイン
へと変わっていきます。2015年はまだ若々しさを保ちつつも徐々に熟成による特徴が出始めており、熟成ワインにあまり馴染みのない方で

も楽しんで頂けることでしょう。是非バイヤー厳選による高クオリティのワインをお楽しみください。

商品名

シャトー チュイヤック

ラズベリーや黒スグリなどを想わせるベリー系の華やかな香りが特徴。フルーティーで飲みやすくバランスのとれたワイン。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

フランス ボルドー シャトー元詰 2007 フルボディ
メルロー　５８％／

カベルネソーヴィニヨン
　４２％

フランス ボルドー シャトー元詰 2008 フルボディ

カベルネソーヴィニヨン ７
５％／

メルロー ２０％／
プティ・ヴェルド　３％／
カベルネ・フラン　２％

フランス ボルドー シャトー元詰 2009 フルボディ

メルロー ６０％／
カベルネソーヴィニヨン ２

７％／
カベルネ・フラン １３％

フランス ボルドー シャトー元詰 2010 フルボディ

メルロー ５０％／
カベルネソーヴィニヨン ４

５％／
カベルネ・フラン ５％

フランス ボルドー シャトー元詰 2011 フルボディ

カベルネソーヴィニヨン ５
２％／

メルロー ４５％／
カベルネ・フラン ３％

フランス ボルドー シャトー元詰 2012 フルボディ
メルロー　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。

シャトー・グリヴィエール

17世紀にはすでにワイン造りが行われていた歴史の古いシャトーです。豊かなタンニンとオーク樽での熟成による落ち着いた芳香が素晴らしいメドック・ワイン。

シャトー・ラ・カルドンヌ

平均樹齢30年以上のメルロー種を主体に造られたクリュ・ブルジョワ級。豊かな味わいはスパイシーなタンニンを見事に包み込んでいます。ラフィット所有時のクラシックデザインです。

シャトー・ボーモン

サン・ジュリアン村の南、マルゴー村との中間に位置するシャトー。比較的早くから楽しめるメドック・ワインで、しなやかな果実味と複雑さが人気を博しています。

シャトー・ラネッサン

サン・ジュリアン村近くにあるキューサック村のワイン。クリュ・ブルジョワ・クラスの中でも、歴史もあり格付けシャトーに匹敵する高い評価を受けています。

シャトー・ピエルボン

オー・メドックのクリュ・ブルジョワ級シャトー・ペイラボンのセカンドワイン。完熟した果実、スモークの香り、しっかりとした骨格。複雑さのある味わいと余韻が楽しめます。

2022年　冬のリカーセレクション

No.052　ボルドー10年以上熟成の飲みくらべ赤ワイン6本セット

ワインの魅力・価値の一つとして挙げられるのが「熟成」です。堅牢なタンニンや骨格のある酸味を持っているワインは、経年による熟成で味わいや香りが大き
く変化していきます。リリースしたてでは渋みや酸味が強くなかなか飲みにくいことがあるワインも、熟成を経ることによりシルクのような滑らかな質感を得た
り、土や樹木、キノコや皮革などのような複雑な香りを得たりすることがあります。今回のボルドーは非常に熟成に適してる生産地であり、また10年以上の熟
成を経ているものだけをお楽しみ頂けます。ご自宅でゆっくりと過ごす時間の多い冬に、ご自身の10年の時を思い返しながらお召し上がり頂きたいそんなワイ

ンたちです。

商品名

ムーラン・ド・シトラン

シャトー・シトランのセカンド・ワイン。シャトー・シトランよりは幾分ライトな味わいですが、十分複雑なコクと豊かな果実味を持つ芳醇な赤ワインに仕上げられています。



 

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
シュド　ウエスト
（サン　モン）

プレモン 2015 辛口
グロ　マンサン７５％

プティ　クリュブ２０％
アリュフィアック５％

フランス
シュド　ウエスト
（サン　モン）

プレモン 2009 フルボディ
タナ７３％

カベルネソーウ゛ィニヨン１７％
ピナンク１０％

フランス
ボルドー（メドッ
ク）

シャトー元詰 2009 フルボディ
メルロー６５％

カベルネソーウ゛ィニヨン２０％
プティウ゛ェルド１５％

フランス
ブライ　コート　ド
ボルドー

シャトー元詰 2011 ミディアムボディ

メルロー８０％
カベルネソーウ゛ィニヨン１２％

マルベック４％
プティウ゛ェルド４％

フランス マディラン プレモン 2004 フルボディ
タナ８５％

カベルネソーウ゛ィニヨン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。

シャトー デュ ヴュー ピュイ キュヴェ ヴァレット

10年目の熟成を迎えた金賞も受賞するボルドー！未だフレッシュでスパイシーな果実味と熟成による優雅で奥深い味わいが魅力の飲み頃ワイン！

マディラン ミレジム デクセプション

ワイナリーのセラーで寝かされていた最高年のマディラン。フレンチオークの高貴な香り、熟成された果実の風味にコクのある深い味わいは絶品！

ランプラント ド サン モン

フランス南西部、サンモン地区当り年の赤ワイン。濃厚な品種のタナ主体で、熟成により複雑で深みのある風味と濃厚で力強い味わいが絶品！

シャトー サント マルグリット

銘醸産地メドック産の優良ヴィンテージ2009年産赤ワインは、メルローを主体とした果実味、コク、渋みのバランスが素晴らしい逸品！

2022年　冬のリカーセレクション

No.53　白ワインの熟成も楽しめる、フランス熟成赤・白ワイン5本セット

希少な白の熟成ワインを含んだ長期熟成による、まろやかな旨味と力強さが感じられる伝統国フランスの赤白ワインセットです。サンモンはフランス
南西部に位置し、黒ぶどうと呼ばれる品種タナや、豊かで凝縮感のある厚い果実味としっかりとした酸を持つ白ぶどうグロマンサンといった、特徴的
で個性のある品種を多く生み出しています。熟成によって若いワインとは一味違った深みや滑らかさ、複雑みを感じることが出来、冬の寒い時期の重
厚な調理にも彩を添えてくれることでしょう。天候に恵まれたボルドーの優良収穫年、2009年産や2011年産のボルドーワインとあわせて熟成ワイ

ンの魅力をお楽しみください。

商品名

ランプラント ド サン モン ブラン

フランス南西部、サンモン地区の白ワイン。グロマンサンを中心とした華やかな香りとまろやかな旨みが魅力の一品！



 

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・マラガー
ル

2006 フルボディ
カベルネソーヴィニヨン

50％ メルロ50％

フランス ボルドー シャトー・デュドン 2006 フルボディ
メルロー 40% カベルネ・
ソーヴィニヨン 30% カベ

ルネ・フラン 30%

フランス ボルドー シャトー・バラバック 2006 フルボディ
メルロ70％ カベルネフ
ラン20% カベルネソー

ヴィニヨン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・ムーラ
ン・ドゥ・ベレール

2010 フルボディ
メルロ70％ カベルネフ

ラン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。

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。

シャトー・ムーラン・ドゥ・ベレール 

メドック地区クリュブルジョワ級の格付けシャトーです。豊かな果実が熟成とともに柔らかくなり飲み頃を迎えている優良ヴィンテージ2010年のワインです。

シャトー・デュドン・キュヴェ・ジャン・バティスト・デュドン

このワインはシャトー・デュドンのスペシャル・キュヴェです。オーナーのジャン・メルロ氏は格付け2級のシャトー・グリュオ・ラローズのオーナーでもあります。

シャトー・バラバック

右岸エリア・フロンサック地区の代表格の生産者の一軒です。15年が経過し複雑味が増し飲み頃を迎えています。

2022年　冬のリカーセレクション

No.054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、熟成ワインをセレクトしまし
た。特に優良年2009年と2010年は優良年として長期熟成が可能でスケールが大きく長命なワインを作り出したヴィンテージとして知られています。2009

年のボルドーは収穫まで恵まれた天候が続き豊富な日照量に恵まれ、ブドウはゆっくりと完熟して健全なブドウを収穫することが出来ました。2010年も
2009年同様、日中は暑く、涼しい夜を迎え理想的な寒暖差をブドウに与えることが出来ました。収穫は9月の後半頃から始まり、しっかりと完熟しており健全
なブドウを収穫することが出来ました。また2006年は優良年2005年に隠れ過小評価されがちなヴィンテージですが厳重に選果を行ったシャトーなどは品質
の高いワインを作ることが出来たとされており、生産者の努力が反映される年となりました。今回セレクトされたワインはどれも家族経営の小規模生産者のた

め、きめの細かいワイン造りがされていたため上質に仕上がっています。この機会に時間が作る複雑味や美味しさをぜひご堪能下さい。

商品名

シャトー・マラガール・ルージュ

プルミエール・コート地区にある見晴らしの良い小高い丘の上に全２７ヘクタールの畑を所有しています。16年の熟成を経た現在も、豊かな果実感と複雑味が楽しめる2006年産のワインです。



 

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
モンターニュサンテ
ミリオン

生産者元詰 2000 ミディアムボディ
メルロー85％カベルネ・
フラン10％、カベルネ・

ソーヴィニヨン5％

フランス ボルドー 生産者元詰 2003 ミディアムボディ
メルロー40％カベルネ

ソーヴィニヨン30％カベ
ルネ・フラン30％

フランス ボルドー 生産者元詰 2004 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 生産者元詰 2011 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、
メルロー、マルベック

フランス ボルドー 生産者元詰 2012 ミディアムボディ
メルロー65％カベルネ・
ソーヴィニヨン20％、カ

ベルネ・フラン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。

シャトー ピカディ

完熟ワインのきれいな香りが抜栓直後から開く。ポルチーニなどのきのこ料理と好相性。

シャトー　ヴァレント　カントループ

ボルドー市街地から20ｋｍ、ジロンド川沿いの畑。洋梨や生ハムとの相性が良い。

シャトー　デュドン

2003年もボルドーを代表する良作ヴィンテージ。芯の強さが感じられるワイン。

シャトー ヴィエラ

ボルドーらしい、熟成によリ丸くなった渋みが特徴的。硬さの取れた心地よい余韻、綺麗な熟成を感じられる。

2022年　冬のリカーセレクション

NO.055　グレートヴィンテージ2000年を含む　ボルドー熟成飲み頃赤ワイン5本セット

グレートビンテージである2000年シャトーベルヴュモンターニュサンテミリオン他、10年以上の熟成を重ねたワインを揃えました。時の経過によるボルドー
ワインの深みを感じ取れる5本セットです。

評価の揺るがない2000年のグレートビンテージは、22年の熟成を経て土地の個性を深く感じられ、熟成の極みを感じられます。その他、良作ビンテージ
2003年の「シャトー　デュドン」、奥ゆかしい香りが特徴の「シャトーヴィエラ」2004年、ボルドー熟成の透明感を感じられる大人な味わい「シャトー

ピカディ」2011年、洋梨の生産者としても活躍する「シャトー　ヴァレントカントループ」2012年など、完熟期を迎えたボルドーワイン5本セットです。

商品名

シャトー　ベルヴュ　モンターニュサンテミリオン

モンターニュサンテミリオンに位置するわずか12ｈｒの畑、完熟期にあるグレートヴィンテージワイン。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

フランス ボルドー
シャト－　ラグラン
ジュ

2011 ミディアムボディ
カベルネ ソーヴィニヨン 60%、メ
ルロ 34%、プティ ヴェルド 6%

フランス ボルドー
シャト－　モンロ－
ズ

2013 ミディアムボディ
メルロ 69%、カベルネ ソーヴィニ
ヨン 18%、カベルネ フラン 13%

フランス ボルドー
シャト－　コス　デ
ストゥ－ルネル

2013 ミディアムボディ
カベルネ ソーヴィニヨン 64%、メ
ルロ 28%、カベルネ フラン 4%、

プティ ヴェルド 4%

フランス ボルドー
シャト－　カマン
サック

2006 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－　クロワゼ
バ－ジュ

2007 ミディアムボディ
カベルネ ソーヴィニヨン 75%、メ
ルロ 20%、カベルネ フラン 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。

シャト－カマンサック

落ち着いた果実の香りにスパイスのニュアンス。熟成を経てタンニンは非常に口当たり柔らかくなっており、層になった味わいが口中に心地よく広がります。

シャト－クロワゼバ－ジュ

きれいに熟成しており、グラスから立ち上る熟した黒スグリや湿った土の香りが良質なワインであることを期待させます。ポーイヤックらしいタンニンをそなえつつエレガントで落ち着いて楽しめるワインです。

ラダムドモンロ－ズ

シャトーモンローズのセカンドワイン。新樽20％を使用。濃いルビー色で、フルーツ、コーヒー、微かにトーストのアロマが感じられ、果実味と酸味とタンニンが複雑に絡み合い口の中に広がります。

レパゴドドコス

グラン クリュ2級シャトー コス デストゥールネルのセカンドラベル。「パゴド」はシャトーのシンボルとなっている東洋風の塔(パゴダ)に由来。サン・テステーフの重い粘土質の土壌に由来する力強いボディと華やかな
果実味、スパイシーな風味がバランスの取れた心地よいワイン。

2022年　冬のリカーセレクション

No.56 格付けシャトー＆セカンド入り、熟成ボルドー赤ワイン5本セット

ワインの醍醐味でもある「熟成」を格付けシャトーとセカンドで味わうことでボルドーワインの奥深さを感じることができます。程よい熟成によって円やかな果実味が
楽しめ、これぞ王道のボルドーです。

＜シャト－　ラグランジュ＞メドック格付け3級。1983年にサントリーが経営権取得。ぶどう畑の抜本的な再興と醸造設備の近代化を行いました。現在はマティウ ボ
ルドと椎名敬一の新しい体制のもと、「復活」から「創造」の第二ステージへ。

＜シャト－　モンロ－ズ＞メドック格付け2級。格付け第2級シャトーの中でも特に素晴らしい品質を持つワイン、スーパーセカンド。メドックでも地の利に恵まれた
シャトーのひとつ。

＜シャト－　コス　デストゥ－ルネル＞メドック格付け2級。「限りなく第一級に近いスーパーセカンド」と称賛されるシャトー。
＜シャト－　カマンサック＞メドック格付け5級。ラグランジュの西側に広がるサン ローラン村に畑を所有しています。

＜シャト－　クロワゼ　バ－ジュ＞ポーイヤックにある格付5級シャトー。キエ家が所有し、現オーナーのアンヌ・フランソワーズとジャン・フィリップが指揮を取り始
めた2001年より、多額の投資を行い品質向上に努めています。

商品名

レフィエフドラグランジュ

シャトー ラグランジュのセカンドワイン。収穫は手摘みで行い、ステンレスタンクで15-25日間発酵後、新樽を25%使用して樽熟成を行います。深みのある赤色で、ブラックカラント、スパイス、タバコ、チョコレー
トの香りを感じ、肉厚で長い余韻が楽しめるワインです。



 

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
ドメーヌ　フランソ
ワ・カリヨン

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　フランソ
ワ・カリヨン

2017 辛口 アリゴテ100％

フランス ブルゴーニュ
ドメーヌ　マルセル
ドシャンジェ

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
ドメーヌ　マルセル
ドシャンジェ

2019 辛口 シャルドネ100％

フランス ブルゴーニュ コントドヴィラール 2020 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 コントドヴィラール 2020 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。

ブルゴーニュ　ブラン

モンタニーに本拠地を置くネゴシアンが造るブルゴーニュブラン。

オート　コート　ド　ボーヌ　プティッツーレ

完熟カリンやオレンジなどの甘みがあり奥深い薫りと余韻。

ブルゴーニュ　ルージュ

モンタニーに本拠地を置くネゴシアンが造るブルゴーニュルージュ。

ブルゴーニュ　アリゴテ

樹齢60年以上の貴重なアリゴテから造られるワイン。

オート　コート　ド　ボーヌ

樹齢40年以上、新樽30％でコクが有るボリューミーな造り。

2022年　冬のリカーセレクション

NO.057　ブルゴーニュの3生産者3ビンテージ飲み比べ赤・白ワイン6本セット

＜ドメーヌ フランソワ・カリヨン＞よりシャープな香りのブルゴーニュルージュ・樹齢60年以上の貴重なアリゴテ 2017年を、＜ドメーヌ マルセル ド シェ
ンジェ＞より2019年、＜コント ド ヴィラール＞より2020年、3生産者より赤白を組み合わせ他6本セット。

＜ドメーヌ フランソワ・カリヨン＞のアリゴテは、樹齢60年以上の貴重なぶどうの樹から造られています。更に5年の熟成期間をへて、深い濃密な香りへと熟
成が進んでいます。＜ドメーヌ　マルセル ドシャンジェ＞のオーコート・ド・ボーヌルージュは、樹齢40年以上の濃いぶどうと新樽30％の組合せで、香りが

強く豊かに広がり、余韻の長さが特徴的。＜コントドヴィラール＞ルージュ、ブランは、古典的なブルゴーニュの造りでどこか懐かしい昔ながらのブルゴー
ニュブランとルージュです。

商品名

ブルゴーニュ　ルージュ

いちごやさくらんぼ、鉱物的なミネラル感を感じられるシャープな香り・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

スペイン カタルーニャ ロジャーグラート 2019 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 2020 辛口
ガルナッチャ60%、モナ
ストレル35%、ピノ・ノ

ワール5%

スペイン カタルーニャ ロジャーグラート 2019 甘口
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 2018 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 2017 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 ロゼ・ブリュット

フレッシュな酸味と赤いフルーツの豊かな果実味が広がります。余韻にかけて溶け込んだ心地良いタンニンがアクセントになり、切れ味のよい後味になります。

カヴァ プラチナ ドゥミ・セック

レモン・グレープフルーツなどの柑橘系のジューシーな果実味が余韻までまろやかに広がり、豊かでフレッシュな酸味とのバランスが絶妙です。

2022年　冬のリカーセレクション

No.058　<ロジャーグラート>を堪能！ 長期熟成カヴァ5本セット

1882年の創業から、長期熟成カヴァのパイオニアとしてビンテージカヴァのみを生産してきた＜ロジャーグラート＞。
1997年の日本輸出開始以来、24年もの長きに渡り、

ブランドのアイコンと言えるロゼ・ブリュットを中心に多くのお客様にご愛顧をいただいております。
冬のリカーセレクションでは＜ロジャーグラート＞の定番ラインナップをお買得な5本セットにしました。

ゴールド・ブリュット：約1ヵ月半～2ヵ月かけて発酵、瓶内二次発酵の後18－24ヶ月熟成
ロゼ・ブリュット：約1ヵ月半～2ヵ月かけて発酵、瓶内二次発酵の後14ヶ月熟成

プラチナ ドゥミ・セック：約1ヵ月半～2ヵ月かけて発酵、瓶内二次発酵の後18ヶ月熟成
ブリュット・ナチュール：最低30ヵ月以上の熟成、ドサージュゼロ、極辛口の味わい

グラン・レセルバ ジョセップ・ヴァイス：約1ヵ月半～2ヵ月かけて発酵、地下30メートル、全長1キロのセラーで48ヵ月熟成

＜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。

＜ロジャーグラート＞のカヴァは、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ます。

商品名

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。



 

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 シャンソン 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
メゾン・ジョゼフ・

ドルーアン
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 レシュノー 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・ジュリア

ン
2016 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
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。

コート・ド・ニュイ・ヴィラージュ

赤系果実主体の香りで、滑らかなタンニン分とパワフルで口当たりの良い丸みのある柔らかな味わいです。仔牛や子羊、豚肉といった肉料理や風味豊かなチーズと相性が良いです。

コート・ド・ニュイ・ヴィラージュ

複数の村をブレンドし造られる”村名”キュヴェ。ジュヴレ・シャンベルタン村真横で銘醸畑で名高い「ブロション」を含み、コストパフォーマンスに優れるワインです。柔らかいがキュッとした締りのある
香り。

液体の中身の充実度が上がるとふんわり感はやや薄くなるが、味わいの集中感が増してくる。

ジュヴレ・シャンベルタン

銘酒シャンベルタンを産する村のワイン。ブラックカラントやレッドベリー、ブラックチェリーを思わせる香りに、きめ細かいしっかりしたタンニンがバランスよく溶け合っています。

ニュイ・サン・ジョルジュ　

従来、村名ダモードとして別に醸造していた区画も含み、７つの区画がアッサンブラージュされるようになった畑名なしのニュイ・サン・ジョルジュ。
ニュイ・サン・ジョルジュの特徴を総合したスタイルで、力強さの中にもエレガンスが垣間見れる。果実味芳醇でキメ細かなタンニンが溶け込む。

2022年　冬のリカーセレクション

No.059　銘醸地コート・ド・ニュイを堪能！　ジュヴレ・シャンベルタン2本含むブルゴーニュ赤ワイン5本セット

ブルゴーニュ地区の中でグラン・クリュを多数所有し、格別の深い味わいを生み出す銘醸地、コート・ド・ニュイ地区の村名クラスを堪能できる5本セットで
す。

老舗から注目生産者まで実力派ワイナリーを揃えました。きめ細かなタンニンと繊細な味わいをお愉しみください。

＜シャンソン＞
ブルゴーニュの「老舗生産者」の中でも最古参として名高いメゾン。1750年に創業され「45ヘクタールの自社所有の畑」を持ち、

伝統と革新をワイン作りの信条としています。

＜メゾン・ジョゼフ・ドルーアン＞
偉大かつ洗練されたドルーアンのワインは、世界の一流レストランをはじめ、世界中のワイン愛好家から絶賛されています。

＜レシュノー＞
ロバート・パーカー氏が最高評価5ツ星を付けるドメーヌ。ふたりの兄弟が力を合わせて大きく成長。若いうちから楽しめる心地よいワインです。

＜ドメーヌ・ジュリアン＞
大量生産とは一線を画す素晴らしい品質のワインを造りだしています。伝説の醸造家アンリ・ジャイエの孫が作る「CAVIN」という樽で全て熟成されていま

す。

＜ドメーヌ・ダヴィド・デュバン＞
ブルゴーニュで注目度No.1！中堅のエース的な存在の生産者。今や数々の3ツ星レストランにオン・リストされる、エレガントで素晴らしいワインを造り出し

ます。

商品名

ジュヴレ・シャンベルタン

暗いルビー色。黒いベリー系の濃厚なアロマ（ブルーべりー）がカカオのニュアンスと交じり合った香り。深みがあり、複雑。非常にピュアな果実味。タイトで絹のようなテクスチャー。
細かな粒のタンニン。余韻があり、濃厚なフィニッシュ。



 

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 2019 辛口 シャルドネ１００％

フランス ブルゴーニュ シャンソン 2020 辛口 シャルドネ１００％

フランス ブルゴーニュ パトリック・ジャヴィリエ 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
2020 辛口 シャルドネ１００％

フランス ブルゴーニュ ドメーヌ・メールラン 2019 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。

リュリー・ブラン　

香りは、アーモンド、柑橘類ニュアンスにあふれ、フレッシュで、フルーティー。 味わいは、フレッシュでエレガント。 繊細で魅力的な余韻が長く続きます。

ヴィレ・クレッセ ヴィエイユ・ヴィーニュ

シトラス、フルーツストーン、花、石の香り。レモン水のような瑞々しい果実味。フレッシュな酸とのまとまりが良く、透明感のある艶やかな白。

ペルナン・ヴェルジュレス　プルミエ・クリュレ・カラドゥー

白桃とハチミツのまじりあった複雑な香りが、繊細なミネラルと樽香によって引き立っています。バランスがよく、凝縮感あふれる緊張感のある後味です。

ムルソー・レ・ティエ

ワインは極めてミネラルが強く、香りも柑橘系。爽やかなライムの香りがスーッと鼻に抜ける。
アフターにヘーゼルナッツの香ばしさ。ピュリニーっぽいムルソー。

2022年　冬のリカーセレクション

No.060　大人気のムルソー入り！　ムルソーとプルミエ・クリュ2本入り！
ブルゴーニュ村名白ワイン5本セット

シャルドネを栽培するのに理想的な土壌であり、「偉大なホワイト・ブルゴーニュワイン」の銘醸地とされるムルソーや、
シャブリから南部のヴィレ・クレッセまで各地区の個性豊かなテロワールをお愉しみください。

プルミエ・クリュ（1級畑）からはミネラル豊かな北部「シャブリ・プルミエ･クリュ・フルショーム」。
フルショームはプルミエ・クリュの中でもトップクラスの品質を誇る銘醸畑です。

そして、中部からは「ペルナン・ヴェルジュレス　プルミエ・クリュレ・カラドゥー」。
斜面の中腹に位置する畑は、コルトン・シャルルマーニュ グラン・クリュにほど近く、土壌も標高も同じと、銘醸地のテロワールをよく映し出したワインで

す。
村名クラスからは、大人気エリア「ムルソー・レ・ティエ」。レ・ティエはムルソーの山の上に位置する村名畑で、

南南東の斜面をもち、硬い石灰岩の土壌にあり、ミネラルの強さが特徴です。
南部シャロネーズ地域から「リュリー・ブラン」。肉付きの良い果実の質感があり、余韻は爽やかで、塩気があり優しい味わいが特徴です。

そして、マコネ地区からは「ヴィレ・クレッセ ヴィエイユ・ヴィーニュ」。ヴィレ・クレッセは、ヴィレ村とクレッセ村の2つの村の連名により誕生した、注
目のアペラシオンです。丸みがありソフトな味わいがここち良く、癒される味わいです。

シャルドネの銘醸地ブルゴーニュの、各地区の個性とその魅力をお愉しみください。

商品名

シャブリ　プルミエ・クリュ　フルショーム　

輝きのある黄金色です。柑橘系のさわやかな果実の香りの中に、熟した果実の香りもあります。いきいきとした酸味とともに、ふくよかな果実味がボリューム感を生み長い余韻へと続きます。



 

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
ブシャール・ペー
ル・エ・フィス

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
ブシャール・ペー
ル・エ・フィス

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
ブシャール・ペー
ル・エ・フィス

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
ブシャール・ペー
ル・エ・フィス

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
ブシャール・ペー
ル・エ・フィス

2018 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。

シャンボ－ル　ミュジニ－

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。

ウ゛ォルネ－　カイユレ　アンシェンヌ　キュウ゛ェ　カルノ

ブラックチェリーのコンポートのような果実香とリッチで濃密な味わい。熟成度が高く美しいバランスを持つ。

ボ－ヌ　デュ　シャト－　プルミエクリュ　ル－ジュ

赤い果実のブーケ、果実味とエレガントさの絶妙なハーモニー、ほどよい骨格を持ちます。

ジュウ゛レ　シャンベルタン

ブラックチェリーを思わせる果実味と美しい酸味を生かした、豊かで複雑味のあるワイン。湿った土や鉄分など、ジュヴレ・シャンベルタンの特徴が出ています。

2022年　冬のリカーセレクション

No.61　ブシャール・ペール・エ・フィスのブルゴーニュ銘醸赤ワイン5本セット

1731年創業の名門生産者。1995年、シャンパーニュ・メゾンのアンリオが取得後は積極的な品質改革に着手したことで品質が改善。買いぶどうとは別に自
社畑をコート・ドールに130ha（特級畑12ha、1級畑74ha）所有しており、高騰し続けているブルゴーニュの良質なぶどうを確保できています。リュットレ
ゾネ（減農薬）を経て21年現在ではオーガニック転換を進めており(現在50haが転換済み）、24年～26年中に全面的な転換完了を目指している。小型のプラ
スティックケースによる手収穫、1400万ユーロ（約20億円）を投資した新醸造施設は深さ12mまで掘り下げた重力に逆らわない　　　　　多層構造、丁寧な
選果ができる広い選果スペース、畑の収量に合った多数の発酵槽（木またはステンレス）の確保、年間を通じて温度変化が極めて少ない清潔な設備と惜しみな
く品質に注ぐ生産者です。今回お届けるするセットはジュヴレ・シャンベルタンやシャンボール・ミュジニーなどブルゴーニュの中でも銘醸地とされる村名ワ

インをはじめ、地域によって異なる香り・味わいを感じられるブルゴーニュの素晴らしさをお愉しみいただけます。

商品名

モンテリ－　レ　デュレス

赤や黒のベリー系果実の入り混じった魅力的な香りが豊かで、サクランボの種を思わせるような木質系のタンニンがワインが骨格を形成しています。



 

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
ウィリアム　フェ－
ブル

2018 辛口 シャルドネ

フランス ブルゴーニュ
ブシャ－ル　ペ－ル
エ　フィス

2018 辛口 シャルドネ

フランス ブルゴーニュ
クリストフ　ビュイッ
ソン

2020 辛口 シャルドネ

フランス ブルゴーニュ
ドメ－ヌ　ド　ラ
ボングラン

2016 辛口 シャルドネ

フランス ブルゴーニュ
ドメ－ヌ　ソメ－ズ
ミシュラン

2019 辛口 シャルドネ

フランス ブルゴーニュ
ブシャ－ル　ペ－ル
エ　フィス

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－　レ　クル

１３ｋｇの小型の収穫かごを使用。区画ごとのタイミングで収穫後、１時間以内にカーヴに到着し、選果の徹底を行う。4年使用のフレンチオークで12ヶ月(新樽10％)熟成トロピカルフルーツ（特にパイナッ
プルなど）のフレーバーを感じられる、アロマ豊かなワイン。

ウ゛ィレ　クレッセ　キュウ゛ェ　ＥＪテウ゛ネ

丘の少し高いところにある泥灰質土壌の区画からとれるブドウを使うため、貴腐化したブドウが含まれることがあります。ワイン名は先代当主のエミール テヴネと現当主のジャン テヴネの頭文字から取って
います。心地よい酸味としっかりとした厚みに、ほんのりとした甘み。深みと複雑味をもったワインです。

プイィ　フュイッセ　パンタクリ－ヌ

「パンタクリーヌ」は、この地でしばしば見つかる貝の化石にちなんだ名前です。熟した柑橘系果実の香り、まるみのあるふくよかな味わい、ジューシーな酸のバランスが非常に良く、コストパフォーマンス
に優れています。

ボ－ヌ　デュ　シャト－　プルミエクリュ　ブラン

１３ｋｇの小型の収穫かごを使用。区画ごとのタイミングで収穫後、１時間以内にカーヴに到着し、選果の徹底を行う。4年使用のフレンチオークで12ヶ月(新樽15％)熟成完熟した優しい果実味と、ナッツや
バニラを思わせるほのかな樽香をお楽しみ頂ける、バランスに優れた口当たり良い白ワイン。

サン　ロマン

手摘み収穫されたブドウを使用。228Lの樽を使用し、天然酵母で発酵、10ヶ月熟成(新樽15％)。モモやナシの甘やかな優しい香りに樽のニュアンス。フルーティーでフレッシュな口あたり、きれいな酸と適
度な苦みのバランスがよいワイン。　引き締まって長い余韻も楽しめる美しいサン・ロマン。

2022年　冬のリカーセレクション

No.62 ムルソー、シャブリ入った、ブルゴーニュの銘醸白ワイン6本セット

銘醸地として名高いブルゴーニュより、シャブリ最高峰の生産者＜ウィリアム・フェ―ブル＞、名門の＜ブシャール・ペール・エ・フィス＞から王道のムル
ソーや1級畑のブレンドしたボーヌ、近年大注目のマコネーなど北から南まで網羅したワインセットです。

＜ウィリアム・フェーブル＞250年の歴史があり最も多くのグランクリュの畑を所有する名門。1998年にアンリオ家が所有してから、シャブリでは圧倒的少
数の手摘みと選果台導入で品質が向上。テロワールを表現することにこだわる。

＜ブシャール・ペール・エ・フィス＞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生産者。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。

＜クリストフ・ビュイッソン＞サン・ロマン出身のクリストフ　ビュイッソンは2018年にはブルゴーニュワイン委員会(BIVB)によるCave de Prestigeに選出
されるなど、高評価を得ています。

＜ドメーヌ・ド・ボングラン＞ヴィレ村とクレッセ村の間にあるカンテーヌ村に15世紀からテヴネ家が所有しているドメーヌ。伝統的な手法で栽培・醸造に取
り組み、完熟ぶどうから驚くべき複雑味、余韻を持つワインを実現しています。

＜ドメーヌ・ソメーズ・ミシュラン＞はプイィ・フュイッセの高品質ワインの作り手として代表的な存在。所有する全ての畑でビオディナミ栽培を行っていま
す。

商品名

シャブリ　シャン　ロワイヨ

全体量の98％が機械収穫のシャブリで手摘みは極めて異例。短時間プレス（1時間-2時間）し低温にて軽く清澄。樽発酵とステンレス発酵を使い分ける。6-10ヶ月熟成（10％は小樽熟成）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。



 

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 ドミニク・ローラン 19 ミディアムボディ ピノ・ノワール

フランス ブルゴーニュ ドミニク・ローラン 19 ミディアムボディ ピノ・ノワール

フランス ブルゴーニュ ドミニク・ローラン 19 中辛口 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。

ＤＬ　ヴォルネィ　１ＥＲ　サントノ　１９

サントネィの村はピュリニーモンラッシェ村のすぐ南にある村で、土壌は酸化鉄を不含む石灰岩質で、野性味に溢れたたくましい赤ワインが多く産出されるエリアです。コード・ド・ボーヌの南方であること
もあり、豊富な太陽光があります。ドミニク氏のサントネィはヴィエイユ・ヴィーニュを使っていることもあり、詰まった凝縮感と肉付きの良い果実味、適度なタンニンがあります。

ボーヌ１ＥＲクリュ　レヴェルセ１９

ナチュラルな酸味による緊張感があり、とても辛口に仕上がっています。熟成年数が経つに従って、通常感じられる生のアーモンドの香りからローストしたそれへと変わることが今から予想されます。

2022年　冬のリカーセレクション

No.063　新着！ドミニク・ローラン　プルミエクリュ　２０１９年　３本セット

元パティシエのドミニク・ローランが立ち上げたネゴシアン。高い目利き力と、新樽で熟成させることにこだわったユニークな醸造法でエレガントで繊細な香
りと味わいを実現させ、一躍有名な生産者となりました。近年は自社畑によるドメーヌ森リースしい、ブルゴーニュファン注目の生産者です。ヴィエイユ・

ヴィーニュのぶどうを全房醗酵させ、じっくり熟成させました。今回は最新の2019年ヴィンテージプルミエ・クリュの赤２本、白１本を計３本セットにしま
した。

商品名

ニュイ・サン・ジョルジュ　Ｐ　リュドショーＶＶ　１９

ニュイ・サン・ジョルジュの中心、一級“レプロ”と”レ・クロ”に隣接し、オスピス・ド・ニュイのレ・プラトーと隣接する人気一級畑。シルクやリキュールの印象を与えるワイン。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

フランス ブルゴーニュ ルイ・ジャド 2021 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

フランス ブルゴーニュ ルイ・ジャド 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 ルイ・ジャド 2018 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

※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。

ペルナン・ヴェルジュレス　ルージュ　プルミエ・クリュ　アン・カラドゥ　ク
ロ・ド・ラ・クロワ・ド・ピエール　ＤＨＬＪ

コルトン・シャルルマーニュの丘と向かい合った丘の麓にプルミエ・クリュであるアン・カラドゥの畑が広がります。熟したブラックベリーのような果実の香り、しなやかなタンニンを持ち、力強く、とても
繊細なワインです。

サントネー　クロ・ド・マルト　ルージュ　ＤＬＪ

７ｈａのクロ・ド・マルトはルイ・ジャド社の独占畑で、「Ｓｏｕｓ　ｌａ　Ｆｅｅ（妖精の下）」と呼ばれるクリマの中にあります。上品な味わいで、タンニンは中程度、繊細な果実味豊かな赤ワインで
す。

ペルナン・ヴェルジュレス　ブラン　クロ・ド・ラ・クロワ・ド・ピエール
DLJ

酸味をはじめとして全体の風味のバランスがよく取れていて、構成のしっかりした白ワインが生み出されます。 青リンゴやわずかにスパイシーな香りに加え、アプリコットや桃、白い花のアロマとほのかに蜂
蜜も感じる柔らかな香りです。

メルキュレー　ルージュ

ルイ・ジャド社のメルキュレー・ルージュは深い色合いで豊かな果実味とまろやかな味わいです。

2022年　冬のリカーセレクション

No.0６４【ルイ・ジャド】のモノポール、プルミエクリュを含む赤・白5本セット

ブルゴーニュの名門ドメーヌ＜ルイ・ジャド＞から、コート・ド・ボーヌ、サントネーのモノポール「クロ・ド・マルト」の赤と、ペルナン・ヴェルジュレス
「クロ・ド・ラ・クロワ・ド・ピエール」の区画より、赤はプルミエクリュ、白はヴィラージュ、注目産地のマコネ地区のワインの中で最も高級なワインとさ

れている、プイイ・フュイッセ、コトー・シャロネーズのメルキュレーをセットにした、村名クラスの赤・白5本セットです。

商品名

プイイ・フュイッセ

白亜質と粘土の混合の土壌の性質が、ヘーゼルナッツや煎ったアーモンドのような香りを増幅させます。 数年以内に飲まれるのも良いですが、さらに熟成させると香りの複雑さが広がります。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

アメリカ カリフォルニア トゥーミー 2015 フルボディ
メルロー主体、カベル
ネ・フラン、プティ・

ヴェルド

アメリカ カリフォルニア シルヴァー オーク 2016 フルボディ

カベルネ・ソーヴィニョ
ン主体、メルロー、プ
ティ・ヴェルド、マル

ベック、カベルネ・フラ
ン

アメリカ カリフォルニア クロ デュ ヴァル 2018 フルボディ

カベルネ・ソーヴィニョ
ン主体、メルロー、プ

ティ・ヴェルド、カベル
ネ・フラン

アメリカ カリフォルニア オー ボン クリマ 2019 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 カレラ 2020 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。

オー ボン クリマ ピノ ノワール サンタ バーバラ カウンティ

ブラックチェリーのニュアンス、優雅な凝縮感のある味わいで、フレッシュな酸味や果実とのバランスが良く、タンニンもしっかりとした骨格を持ちながらもよく溶け込んでいる味わい。豚バラ肉とキャベツ
のオイスターソース炒めなどのコクのある旨味のあるお料理と合わせてお楽しみください。

カレラ ジョシュ ジェンセン セレクション ピノ ノワール

熟したラズベリーやブラックチェリーのニュアンス。薔薇の花びらや若干の熟成による土っぽいような落ち着いた雰囲気が複雑さを感じます。酸味はフレッシュで優しく、エレガントな果実感とバランスよく
まとまっています。鶏肉の山椒煮のようなさっと煮た料理にスパイスの風味があると、ワインのニュアンスとちょうど良く愉しめます。

シルヴァー オーク アレキサンダー ヴァレー カベルネ ソーヴィニヨン

カシス、カカオ、リコリスと熟成した落ち着いたのニュアンスが香り立ち、優しいタッチの口当たりとフレッシュな酸味が味わいとともに美しい余韻まで続きます。タンニンはドライでタイトに全体を引き締
めます。エレガントな果実感と熟成による紅茶の様な風味が印象的。ステーキハウスのワインリストで筆頭にあげられる人気の生産者です。

クロ デュ ヴァル ナパヴァレー カベルネ ソーヴィニヨン

カシスの凝縮した香りに、ミントの様なニュアンスとバニラやシナモン、カカオを感じるアロマ。厚みのある口当たりで、果実感、酸味、タンニンがよく溶け合って、強さとともにしなやかさやエレガントさ
も併せ持ったバランスの良さがあります。味わいのしっかりしたものと相性が良く、串カツを八丁味噌などの、深みと凝縮感のあるソースで合わせると楽しいペアリングとなるでしょう。

2022年　冬のリカーセレクション

No.065 ＜カリフォルニア王道生産者の赤ワイン＞ カリフォルニアの銘醸地を堪能できる 赤ワイン5本セット

「ワイナリー・オブ・ザ・イヤー」に2年連続選出された＜オー ボン クリマ＞をはじめ、最高級のカベルネ・ソーヴィニョンを創り出すために設立された元祖
カルトワイン＜シルヴァー オーク＞、シルヴァー オークがカベルネ以外の品種に特化するため立ち上げた新ブランド＜トゥーミー＞、カリフォルニアワインが
世界のトップレベルと認めさせた＜クロ デュ ヴァル＞、ブルゴーニュの偉大なワインに肩を並べる＜カレラ＞と、実力派がそろった赤ワイン5本セットです。
＜シルヴァー オーク＞のカベルネ・ソーヴィニョンへの情熱は自社で森、樽工場を所有するほどの「完璧主義」。樽熟2年、瓶熟2年を経てリリースされるため
早くから美味しく楽しめるワインとなっています。＜トゥーミー＞のメルローはあの「ペトリュス」と同じ樹のクローンであり、ワインは最高級の美しい仕上
がりとなっています。ナパ・ヴァレーの果実味とヨーロッパの伝統的手法の融合を表現する＜クロ デュ ヴァル＞のワインは複雑さとバランス、長い余韻が印象
に残ります。「カリフォルニアのロマネ・コンティ」と称される＜カレラ＞とブルゴーニュの神様アンリ・ジャイエに師事した＜オー ボン クリマ＞のピノ・ノ

ワールの贅沢な飲み比べも愉しめます。カリフォルニアトップ生産者たちの個性と深い味わいをご堪能ください。

商品名

トゥーミー セラーズ メルロー ナパヴァレー ソーダー キャニオン ヴィンヤード

ナパの数少ないシングルヴィンヤードのメルロー。ポムロールやサン・テミリオンで習得した手法を活かしてつくられています。滑らかな口当たりでコクがあり、酸味の美しいバランスと長くジューシーな余
韻がフィニッシュへと続きます。ハンバーグのトマトソース煮込みやチキンの照り焼きなど合わせてお楽しみください。



 

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 スミスマドローン　 2018 辛口 シャルドネ

アメリカ カリフォルニア ホワイトロック　 2018 辛口 シャルドネ

アメリカ カリフォルニア ボナーノ 2019 辛口 シャルドネ

アメリカ カリフォルニア デリンガー 2018 辛口 シャルドネ

アメリカ カリフォルニア シャローン　 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。

デリンガー シャルドネ　ロシアン　リヴァー　ヴァレー

1975年創立の家族経営のブティックワイナリー、デリンガーが自社畑の古木のシャルドネで造るレモン、ライムなどにヘーゼルナッツなどが重なる複雑で上品なシャルドネです。

シャローン　ヴィンヤード　エステート　グロウン　シャルドネ

モントレーから内陸に上がった標高の高い山に位置するシャローン。1976年パリで開催の「パリスの審判」で高評価を得た味わいを守り続けるカリフォルニアを代表する偉大なシャルドネです。

ホワイトロック　シャルドネ　ナパ・ヴァレー 

北フランス出身のアンリ氏がナパの南に位置する涼しいホワイトロック土壌に注目し、その自社畑のブドウで造る美しい酸とミネラル感溢れるエレガントなシャルドネです。

ボナーノ　シャルドネ　ロス･カーネロス

ナパの名門、クロデュヴァルワイナリーで研鑽を積んだボナーノ氏が豊富な経験からセレクトした冷涼で上質な畑のブドウで造ったエレガントな香り、味わいのシャルドネです。

2022年　冬のリカーセレクション

No.066 カリフォルニア銘醸地の白ワイン5本セット

白ワインの人気品種シャルドネの中でもおすすめの逸品をカリフォルニア各銘醸地から厳選、5本セットでお届けします。ナパ
ヴァレーのスプリングマウンテンの標高の高い自社畑でドライファーミングで育てたスミスマドローンのシャルドネは魅惑的
なエキゾチックなフルーツの香り、味わいにキュッとしまった酸が心地よく感じられます。同じナパでも南の石灰質の土壌で
造るホワイトロックのシャルドネはミネラルが豊富で繊細な味わいです。ボナーノのシャルドネはナパとソノマにまたがる海
近くの冷涼な畑のバランスある味わい、様々なお料理と合います。ソノマのロシアンリヴァヴァレーを代表するデリンガーの
シャルドネは長年ワインラバーに愛される現地でも入手困難な人気のシャルドネです。シャローンシャルドネは『パリスの審
判』という70年代に行われたテースティング会での高評価によりカリフォルニアのシャルドネの良さを世界的なものにした功
績を持ち、今も変わらないクラシックなスタイルが好評のシャルドネです。いずれも人気のシャルドネ、是非、テロワールの

違いをお愉しみ下さい。

商品名

スミスマドローン　シャルドネ　ナパ・ヴァレー

スプリングマウンテンのブドウを使った引き締まった酸と凝縮感のある香りが魅惑的な気品のあるシャルドネ、果実味たっぷりのリッチでエレガントな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

イタリア ピエモンテ フォンタナフレッダ 2015 フルボディ ネッビオーロ

イタリア ピエモンテ ソルド 2018 フルボディ ネッビオーロ100

イタリア ピエモンテ レ・クリヴィエ 2017 フルボディ ネッビオーロ

イタリア ピエモンテ ルイジ・エイナウディ 2017 フルボディ ネッビオーロ

イタリア ピエモンテ ジューリア・ネグリ 2017 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。

バローロ ルード DOCG

黒い果実の味わいに様々なスパイスのニュアンスがワインに複雑さや奥行きを与えています。口当たりはベルベットのように滑らかで、きめ細やかなタンニンが長い余韻に導きます。

ジューリア・ネグリ　バローロ　タルトゥファイア

ジューリア・ネグリはピエモンテで150年続く家族経営のワイナリー「セッラデナリ」のオーナー、ジョヴァンニ・ネグリ氏の娘である、ジューリア氏が自らの名前で運営するブランドです。ジューリア氏は自ら
「バローロ・ガール」と名乗り、バローロの普及に奮闘しています。

バローロ・ラ・サクレスティア

100年の歴史あるスラヴォニアンオーク大樽使用のバローロの生産者。８種類のバローロのクリュを持っている家族経営のワイナリー。
スラヴォニアン・オークを使用した大樽は、100周年を迎えたこのワイナリーの本物の味を保つためには、なくてはならないもの。

オレンジのニュアンスを持つ赤いガーネット色で、年月が経つにつれより強調される。
デリケートで、濃厚でコクのある余韻の長いアロマ。アルコールのボリューム感と、その甘く複雑なタンニンのバランスが素晴らしくエレガント。

バローロ

ネッビオーロ種の力強さ、厳格さ、深遠さが特徴的なイタリアを代表する重厚な赤ワインです。ラズベリー、チェリーの凝縮感に富んだ果実香に、甘草や紅茶、スパイスのニュアンスが絡み合ったエレガントな香
り。ローストしたお肉や煮込み料理、チーズなど、幅広い食事に寄り添う、まさに普段飲みに最適なハイコスパなバローロです。

2022年　冬のリカーセレクション

No.067　バローロ生産者別飲みくらべ赤ワイン5本セット

イタリアが誇る銘醸ワイン「バローロ」を、生産者別に楽しめ
る飲みくらべセットです。口当たりが滑らかで、きめ細やか

なタンニンが長い余韻を導きます。イタリアワインの王様「バ
ローロ」のエレガントな厚みのある味わいをご堪能ください。

商品名

バローロ・セッラルンガ・ダルバ

イタリア初代国王の息子が創めたワイナリー、フォンタナフレッダ社の手掛けるバローロ。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。



 

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 ウ゛ェネト コルテ　アダミ 2019 ミディアムボディ
コルヴィーナ 55%、コルヴィ
ノーネ 25%、ロンディネッラ

20%

イタリア ピエモンテ ジッラルディ 2019 ミディアムボディ ドルチェット 100%

イタリア トスカ－ナ
マッツェイ　フォン

テル－トリ
2019 ミディアムボディ

サンジョヴェーゼ 90%、マル
ヴァジア ネーラ 5%、コロリーノ

5%

イタリア トスカ－ナ フリ－ニ 2020 ミディアムボディ サンジョヴェーゼ 100%

イタリア ピエモンテ
テロワ－ル　チェ

レット
2015 ミディアムボディ ネッビオーロ 100%

イタリア ウ゛ェネト コルテ　アダミ 2017 ミディアムボディ
コルヴィーナ 55%、コルヴィ
ノーネ 25%、ロンディネッラ

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。

アマロ－ネ　デッラ　ウ゛ァルポリチェッラ

濃厚なブラックチェリーの砂糖漬けのようなアロマにほのかに感じる甘いスパイスのニュアンス。果実味、酸、アルコールのバランスがよく、伝統的なアマローネほどの重厚感がなく、食事と併せて楽しめる味わい。

ロッソ　ディ　モンタルチ－ノ

スミレや野イチゴなどの赤いベリー系果実のチャーミングな香り。美しい酸があり、口当たりも滑らか。果実の余韻も十分に楽しめる ワイン。

バロ－ロ　コンテ　デル　ウニタ

チェリーやクランベリーの果実、甘いスパイス香。トリュフやリコリスの香りやタバコなどエレガントな熟成に由来する香り。シャープな酸、口中でも香りと同様な果実とスパイスにスミレなどの花の風味が感じられ
ます。

マエストラ　ドルチェット　ドリア－ニ

伝統的なドルチェットの造りに忠実に、熟成にも樽は使用しない。果実や赤い花を思わせる香り。プラムなどの果実の凝縮感と、程よい酸味。僅かに後味にほろ苦さを感じる味わい。

フォンテル－トリ　キャンティ　クラシコ

自社畑の厳選した区画のブドウから醸造。均整が取れていて、エレガントなボディ、ダークベリーやスパイス、スミレの風味。凝縮感もあり滑らかな口当たりのワイン。

2022年　冬のリカーセレクション

No.68 イタリアの定番銘醸地赤ワイン6本セット

イタリアでも高い人気を誇る、トスカーナ、ピエモンテ、ヴェネトより更に人気の銘柄を集めました。24代続く名門で世界一高いキャンティ・クラシコを生産する
マッツェイや3つ星レストランを所有するチェレットなど魅力ある生産者のワイン達です。

＜コルテ　アダミ＞3代に渡りヴェネト州でぶどう栽培を行ってきたアダミ家が2004年から自社で瓶詰を開始したワイナリー。
＜ジッラルディ＞バローロの南、ドルチェット ドリアーニ生産地域、ファリリアーノに位置。現当主の祖父はコート デュ ローヌでワイン造りを経験、1928年“コ

ルサレット”と呼ばれる丘陵(標高500m)で創業。
＜マッツェイ　フォンテル－トリ＞1435年より24代に渡りキャンティ クラシコでワイン生産を行うマッツェイ家。トスカーナの名門貴族がエレガンスを追求した

ワイン造りを行っています。
＜フリーニ＞フリーニ家は旧家で、14世紀にイギリスに移住。メディチ家崩壊後帰国し、ハプスブルグ家に仕え、トスカーナのマレンマに領地を所有。ワイン造り

を経験し、1905年モンタルチーノに移住し、ワイナリーを経営。
＜テロワール　チェレット＞伝統的製法に忠実に、チェレットのネゴス部門が醸造し瓶詰め。「統一の伯爵」を意味するコンテ デル ウニタは、かつてイタリア統一

の基礎を築き、バローロ発展に努めたカヴール伯爵に名をちなみます。

商品名

ウ゛ァルポリチェッラ　スペリオ－レ

シナモンやクローヴを思わせるスパイシーなアタック。樽熟成由来の香ばしいトースト香。果実の爽やかさを持ちつつ、凝縮感がありブドウ由来の僅かに感じる甘みのある果実味が心地よいワイン。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

イタリア ピエモンテ スピネッタ 2018 フルボディ ネッビオーロ

イタリア ピエモンテ スピネッタ 2019 フルボディ ネッビオーロ

イタリア トスカーナ スピネッタ 2018 フルボディ 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。

ボルディーニ・バルバレスコ

バラやスミレ、ラズベリー、ミントなどフローラルでフルーティなアロマ。タンニンがあり、驚くほどエレガント。とても楽しめるバルバレスコです。ネイヴェにあるボルディーニ畑のネッビオーロから造ら
れています。

キアンティ・リゼルヴァ

バルバレスコの造り手スピネッタ社が、トスカーナの畑で生み出すキアンティです。野生の花やラズベリー、プラムの香りが感じられます。フルボディかつエレガントな味わいが魅力です。
心地よいミネラルもあり、バランスの良さが感じられます。肉のグリルや、パスタなどとの相性は抜群です。

2022年　冬のリカーセレクション

No.069　バローロ、バルバレスコが入った！　〈ラ・スピネッタ〉の赤ワイン3本セット

バローロボーイズを牽引し、「ガンベロ・ロッソ」で最優秀ワイナリーにも選ばれたことのある、名門ワイナリー＜ラ・スピネッタ＞の赤ワイン3本。創業
1977年、ピエモンテの「ブティックワイナリー」といわれる小規模で高品質なワイン生産者たちのなかでも、リーダー的な存在のジョルジョ・リヴェッティ
氏のワイナリー。大学卒業のインテリで、しかも「私は農民だ」というリヴェッティ氏は、「よいワインはよいぶどうから」と、何よりも原料のぶどうと土地
に深い愛着を持ってこだわりのワインを生み出しています。同社のワインを彩るサイのエチケットは現在大英博物館に収められているドイツ・ルネッサンスの
偉大な画家、アルブレヒト・デューラーの作品から生まれました。ガンベロロッソ2001版ワイナリー・オブ・ザ・イヤー受賞のガッレッティ・バローロはブ
ラックベリーのアロマにかすかにミントが感じられ、とても上品な香りがあります。ミネラル、スパイス、レッドチェリーの味わいと、程よいタンニンがあり

驚くほどエレガントなバローロです。
ボルディーニ・バルバレスコはネイヴェにあるボルディーニ畑のネッビオーロから造られています。余韻の長い力強さとエレガントさを兼ね備えたバルバレス

コです。
キアンティ・リゼルヴァは同社が2001年に購入したトスカーナの畑で造られています。心地よいミネラルもあり、バランスの良さが感じられます。

商品名

ガッレッティ・バローロ

“ガッレッティ”はグリンツァーネ・カヴール村にあるバローロのクリュの名称です。ブラックベリーのアロマにかすかにミントが感じられ、とても上品な香り。味わいには、ミネラル、スパイス、レッド
チェリー、よいタンニンがあり驚くほどエレガントなバローロです。



 

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 ガストン・シケ NV 辛口
ピノ・ムニエ60％
シャルドネ30％

ピノ・ノワール10％

フランス シャンパーニュ カステルノー 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 コレリー NV 辛口
シャルドネ65％

ピノ・ノワール35％

フランス シャンパーニュ コレリー NV 辛口
シャルドネ65％

ピノ・ノワール35％

フランス シャンパーニュ ガストン・シケ 2016 辛口
ピノ・ノワール60％

シャルドネ40％

フランス シャンパーニュ カステルノー 2007 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。

ブラン・ド・ブラン 

100年以上続くエペルネに位置するハイクオリティのシャンパーニュを造るメゾン。良年の2007年ヴィンテージ。10年以上の熟成を経て出荷されるブラン・ド・ブラン。

エクストラ・ブリュット グラン・クリュ

アイ村に本拠地を構えるグラン・クリュに特化して誕生した新たなシャンパーニュメゾン。ブリュットと同じセパージュ、熟成期間48か月以上のドサージュ2g/l辛口シャンパーニュ。フルーティでキレのある
辛口、アペリティフとしても食中酒としてもぴったり。

キュヴェ・ドール プルミエ・クリュ

ガストン・シケは、シャンパーニュ地方の中心、ヴァレ・ドゥ・ラ・マルヌ地区にあるアイ、マレイユ・シュル・アイ、オーヴィレールという卓越した三つの村に、合計22ヘクタールの畑を所有しています。
1級格付けの葡萄を使用＆5年以上熟成による複雑味が楽しめます。ドライフルーツの香りや、ハチミツのアロマ。口当りには香り同様の複雑味を宿しながら豊かな味わいに満ち、アロマティックな余韻を飾り

ます。

ブリュット

100年以上続くエペルネに位置するハイクオリティのシャンパーニュを造るメゾン。5年以上の熟成から生まれる細かな泡とリッチで滑らかな味わいが特徴

ブリュット グラン・クリュ 

アイ村に本拠地を構えるグラン・クリュに特化して誕生した新たなシャンパーニュメゾン。4年以上の熟成を経て、複雑さと旨味のある味わいが楽しめるグランクリュ。ドサージュ9g/l

2022年　冬のリカーセレクション

No.070 ワインプラスカレッジ講師厳選！おすすめシャンパーニュセット

スタンダードからヴィンテージまで、３つのメゾンから２種ずつ、計６本の異なるスタイルのシャンパーニュを厳選。ワインプラスカレッジ講師でもあり、銀
座の老舗フレンチ「銀座レカン」で飲料マネージャーを務める近藤佑哉氏による解説コメントを読みながら、個性豊かなシャンパーニュをお楽しみください。

商品名

アンソランブリュット 

ガストン・シケは、シャンパーニュ地方の中心、ヴァレ・ドゥ・ラ・マルヌ地区にあるアイ、マレイユ・シュル・アイ、オーヴィレールという卓越した三つの村に、合計22ヘクタールの畑を所有しています。
「アンソラン」は、5つの区画のブドウをブレンドしたもので、年毎にブレンドが変わるため、そのユニークさから「Insolent（少し変わった、新奇の）」という名前が付けられています。ピノ・ムニエ主体

のため、豊かな果実味とスムーズな味わいが楽しめます



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

イタリア ピエモンテ レヴェルサンティ - フルボディ ネッビオーロ

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 トスカーナ イ・パラッツィ - フルボディ
サンジョヴェーゼ・グ

ロッソ

イタリア ヴェネト
MGMモンド・
デル・ヴィーノ

- フルボディ
コルヴィーナ・ヴェロ

ネーゼ、ロンディネッラ

※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。

コスタメディアーナ　アマローネ ヴァルポリチェッラ

チェリーの洋酒漬けやプラムのコンポートなど凝縮した果実に加え、バニラやコーヒー等の複雑な香りが立ち上がる。
チョコレートのようなコクと凝縮感のあるタンニンが感じられ、ほのかな甘みのある、心地良い余韻が広がる上質なアマローネです。

ベルコッレ　バルバレスコ

イタリアワインの女王と呼ばれるバルバレスコ。いちじく、マラスキーノチェリー、ローレル、甘草、ドライフラワー、ナツメグを想わせる複雑な香り。
口当たりは柔らかく、滑らかな果実味に爽やかな酸味が溶け込み、力強いタンニンが余韻に長く続く味わい。エレガントでしなやかなバルバレスコです。

ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ

濃厚でありながらエレガントなブルネッロ ディ モンタルチーノ。チェリー、イチジク、ドライフラワー、シナモン、ナツメグ、トースト、メントールを想わせる香りが広がる。
口当たりは柔らかく、豊かな果実味、生き生きとした酸味、緻密で力強いタンニンが感じられる。熟成による複雑なフレーバーが印象的なエレガントな赤ワインです。

2022年　冬のリカーセレクション

No.071　イタリア３B＋アマローネ 豪華赤ワイン4本セット

イタリアを代表する３B（バローロ、バルバレスコ、ブルネッロ ディ モンタルチーノ）に加えて、アマローネが入った豪華赤ワイン4本セット。
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。

アマローネ:ヴェネト州の限られた生産者しか造ることができない、陰干しブドウを発酵させる伝統製法によって造られた魅惑の赤ワイン。
イタリアの最高峰の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

レヴェルサンティ　バローロ

イタリアワインの王と呼ばれるバローロ。フランボワーズ、ブラックベリーの他、ナツメグ、白トリュフ、バルサミコ、紅茶葉、スパイス、バニラなどの熟成香が複雑に広がる。
口当たりは柔らかく、芳醇で充実した果実味に、落ち着きのある滑らかな酸味が調和し、中盤から緻密でがっしりとした渋味がボディを引き立てる。



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
フリウリ-ヴェネツィ

ア-ジュリア ヴァッレ 2020 フルボディ
メルロー、
レフォスコ

イタリア プーリア
コンテ・ディ・
カンピアーノ

2017/20 フルボディ ネロ・ディ・トロイア

イタリア
エミリア・ロマー

ニャ
コンテ・ディ・
カンピアーノ

2020 フルボディ サンジョベーゼ イタリア プーリア
フェウディ・ディ・
グアニャーノ

2016 フルボディ
ネグロアマーロ、

モンテプルチャーノ

イタリア ピエモンテ カスティーノ 2021 フルボディ バルベラ イタリア プーリア
コンテ・ディ・
カンピアーノ

2013 フルボディ ネグロアマーロ

イタリア トスカーナ
ポッジョ・アイ・

マンドルリ
2013 フルボディ

サンジョベーゼ、
メルロー、シラー

イタリア プーリア
コンテ・ディ・
カンピアーノ

2021 フルボディ ネグロアマーロ

イタリア マルケ オッフィーダ 2020 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 2017 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 DOP 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。

キャンティ クラシコ グランセレツィオーネ アパッシメント・ネグロアマーロ

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。

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

ピエモンテ・バルベラ スクインツァーノ

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、ステンレスタンク発酵の後、瓶詰め後２年熟成。ザクロ色がかった深いルビー色。スパイスや熟した果実の凝縮した心地よい香り。
充分なコク、アルコール分、まろやかさがあり、バランスのよい辛口。

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。

サンジョヴェーゼ・ルビコーネ サレント ・ロッソ

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。

ソレント半島北部でジャンヴィート氏を中心として5人の起業家によって2002年誕生。ネグロアマーロの畑をオーガニック農法で　ワイン造りに取り組んでいます。
果実とアーモンドのほのかな苦みを含むまろやかな味わい。樹齢25−30年棚仕立て、手摘み収穫。

2022年　冬のリカーセレクション

No.072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ば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、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、ネロ・ディ・トロイアを、イタリアを代表する大きな島シチリアからはネロ・ダヴォラとシラーを、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みて下さい。

商品名 商品名

ミケランジェロ・ロッソ ネロ・ディ・トロイア

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 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 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 ライトボディ

ガルナッチャ、
テンプラニーリョ、

カベルネ・ソーヴィニヨン

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 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、

カベルネ・ソーヴィニヨン

スペイン ルエダ
アルバレス・イ・
ディエス

辛口 ソーヴィニヨン･ブラン スペイン
ウティエル・レケ
ナ

コヴィーニャス ミディアムボディ ボバル

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

リベラ・デル・
ドゥエロ

アルスアガ・
ナバロ

ミディアムボディ テンプラニーリョ

※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・アルバ・ブランコ ラ・プランタ

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。

綺麗な樽香とジューシーでボリューム感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。

マンテル・ソーヴィニョン・ブラン
ヴィジャ・デ・アドノス・

ボバル・ティント

トロピカル･フルーツのアロマ、厚みのあるフルーティーな味わいです。口当たりは柔らかくスムーズで、葡萄品種の個性がよく引き出された白
ワインと言えるでしょう。豊かな果実味とほんのり甘みのある香りが人気。2016年開催の世界ソーヴィニヨン大会に25か国から901本が出
品。2015年ヴィンテージが金賞と最高賞のＷ受賞しました。

バレンシアの地葡萄のボバルの魅力が伝わるフレッシュさと凝縮感をお楽しみ頂けます。ワイルド・ストロベリーのアロマ。赤果実のしっかりとし
たノートを伴い、柔らかく旨みがあります。樹齢25年以上の株仕立てのボバルを手摘み収穫し、3ヶ月間オークで熟成しました。紀元前2世紀に地
中海を席巻していた商人たちが使用していた硬貨をモチーフとしてエチケットにあしらっています。

ガルナッチャの優美さを引きたたせた3種の葡萄を使用したバランスの良いワイン。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。

ロス・コンデス・ブランコ ロス・コンデス・クリアンサ

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｡

2種類の葡萄品種の調和が絶妙です。繊細で非常に香りがよいテンプラニーリョとカベルネ･ソーヴィニヨンから造られ､品種ごとにアメリカンオー
ク樽とフレンチオーク樽で6ヶ月熟成されます。ベリー系果実のフレーバーに樽熟からくる、かすかな木の香りが混ざり合って､なめらかな味わいが
広がります｡猟鳥類の肉料理や淡白な味のチーズと良く合います。

2022年　冬のリカーセレクション

No.073　レストランでも人気のスペイン・バラエティワイン8本セット

スペイン各地から集めた 心も温かくしてくれる バラエティーに富んだセット。人気レストラン「スペインクラブ」厳選のお家飲みやパーティーで大活躍の8本をお楽しみ下さい。

スパークリング：瓶内二次発酵で造られるカヴァは、爽やかで快活なシュワシュワ感。オードブル・お刺身・生ハム・チーズと一緒に辛口のカヴァがピッタリです。
白ワイン：カタルーニャ産の「ロス・コンデス」は爽やかなフレッシュタイプで、カルパッチョ・アヒージョ・おでんにお勧めです。ソーヴィニヨン・ブラン100%の「マンテル」は、しっかりとした味わいで、ブイヤベース・お魚グリル・クリームシ

チューなどと一緒に。魚介の宝庫ガリシア産の「アル・アルバ」は人気のアルバリーニョ種で「海のワイン」と呼ばれ、お刺身・天麩羅・フリットなどの魚介料理と相性抜群です。
赤ワイン：カタルーニャ産の「シネラ」と「ロス・コンデス」は飲み口やさしい口あたりで、焼き鳥・唐揚げ・ローストポークなどのお肉料理に。パエージャで有名なバレンシアの地ぶどうボバル種100%の「アドノス」は上品な味わいで、パスタ・リ

ゾット・鶏肉料理と相性抜群。銘醸地リベラ・デル・ドゥエロの「ラ・プランタ」は、バランスの良い味わいで、煮込み料理・七面鳥やステーキと一緒にお楽しみ下さい。

商品名 商品名

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。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

チリ マイポ・ヴァレー
ヴィーニャ・コノス
ル

2018 フルボディ
カべルネ・ソーヴィニヨ
ン93 %　メルロー4 %

シラー3 %

チリ
カサブランカ・ヴァ
レー

ヴィーニャ・コノス
ル

2019 フルボディ ピノ・ノワール100 %

チリ
カチャポアル・ヴァ
レー

ヴィーニャ・コノス
ル

2016 フルボディ
メルロー85 %　カべル
ネ・ソーヴィニヨン10

%　シラー5 %

チリ
カサブランカ・ヴァ
レー

ヴィーニャ・コノス
ル

2019 辛口 シャルドネ100 %

チリ
カサブランカ・ヴァ
レー

ヴィーニャ・コノス
ル

2021 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。

コノスル　シャルドネ　20バレル リミテッド・エディション

80％をフレンチオーク樽で、20％をコンクリート製のエッグタンクにて8ヶ月熟成。レモンやライムを連想させる豊かな酸味があり、グレープフルーツを思わせる苦味も感じられる。洗練度の高いクリーン
な酸味と、それを包み込むように程よいボディがあり、非常にバランス良く上品な味わい。

コノスル　ソーヴィニヨン・ブラン　20バレル　リミテッド・エディション

シトラス、レモン、グレープフルーツなどの柑橘系の果実香、ミネラル香、柔らかでフレッシュなハーブの香り。凝縮感のある果実味、洗練度の高いクリーンな酸味があり、爽やかで上品な味わい。

コノスル　ピノ・ノワール　20バレル リミテッド・エディション

冷涼なカサブランカ・ヴァレーの中でも、朝霧が良く発生しゆっくりとした葡萄の成熟を促す「エル･トリアングロ」という畑の葡萄を使用。フレッシュなチェリー、イチゴ、プラムなどの果実香の中に、タバ
コやなめし皮のニュアンスが感じられ、全体を引き締めている。エレガントな口当たりで、豊富なタンニンとこなれた酸味が絶妙なバランスを保つ。果実の凝縮感が印象的。

コノスル　メルロー 20バレル リミテッド・エディション

樽で16ヶ月熟成。ステンレススチールタンクで1ヶ月熟成。類い稀な凝縮感と優雅さを兼ね備え、力強い骨格と滑らかで溢れんばかりのタンニンが特長。長い余韻が楽しめる秀逸なワイン。

2022年　冬のリカーセレクション

No.074　チリを代表する生産者〈コノスル〉の「20バレル」シリーズ赤・白ワイン５ 本セット

「20バレル・リミテッド・エディション」はコノスルの最高級シリーズ。その名は当初、厳選した20樽のみが限
定生産されたことに由来します。ピノ・ノワール（1996年）に始まり、カベルネ・ソーヴィニヨン（1997年）
が続き、メルロ（1998年）、シャルドネ（2002年）、ソーヴィニヨン・ブラン（2005年）、そして最後にシ
ラー（2008年）が当シリーズに加わっています。それぞれの品種のポテンシャルを最大限に引き出す土壌と気候
に恵まれた「20バレル」シリーズ用の特別な畑でぶどうを丹念に育て上げ、収穫量を制限することで更なる深みと
凝縮感を獲得しています。南北に長いチリのテロワールですが、各品種に最も適したヴァレーで栽培。産地の特性

や品種の個性を余すことなく表現した、チリの高品質ワインです。

商品名

コノスル　カベルネ・ソーヴィニヨン　20バレル　リミテッド・エディション

チリ最高峰のカベルネ・ソーヴィニヨンを生み出す産地、アル・マイポ産の葡萄を使用。アンデス山脈の切れ目から冷涼な風が吹き、土壌は元々川底だったために水はけが良いことから、非常に凝縮した葡萄
が育つ。

土壌は小石混じりの沖積土壌。最高の葡萄のみを手摘みで収穫。カラントやベリーのアロマ、微かにカシスや黒コショウの香りに、土やタバコの香りが感じられる。エレガントでしっかりとしたタンニンがあ
り、長く深い余韻がある。



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 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

スペイン カタルーニャ コドルニウ NV 辛口
ガルナッチャ、ピノ･ノ

ワール、トレパット

イタリア ピエモンテ
カンティネ・ベッ
リーニ

NV 辛口
 ピノ・ビアンコ、

シャルドネ
イタリア ヴェネト ボッテガ NV 辛口 グレーラ

イタリア ヴェネト
マスティオ・デッ
ラ・ロッジア

NV 辛口 ガルガーネガ スペイン UCSA NV 辛口 アイレン、マカベオ

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
カラブリア・ファミ
リー・ワインズ

NV 辛口
シャルドネ、ピノ・ノ

ワール

フランス ブーティノ NV 辛口 アイレン スペイン カタルーニャ コドルニウ NV 辛口
シャルドネ、マカベオ、
チャレッロ、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。

ラ・シレーヌ ブリュット アナ・デ・コドルニウ　ブラン・ド・ブラン　スリーブ

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な味わい。 国際品種であるシャルドネを使用した史上初のカバで、その繊細なアロマと際立つフレッシュ感が特徴的です。

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

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。

なめらかな口当たりのワインです。生き生きとした酸味とクリーミーさが調和して、心地よい味わいが楽しめます。ベースワインの質が非常に高いので、白ワイングラスで飲んでもそ
の良さが光ります。

スプマンテ グラン・キュヴェ・ブリュット ラ・ノビア

100年以上の家族経営の歴史を持つ造り手の、フレッシュでミネラル豊かなバランスの取れた辛口スパークリング。
「ラ・ノビア」とは「結婚」の意味です。ブドウ本来の持つ爽やかな酸味とフレッシュな果実味を持つスパークリングワインです。すっきりとした味わいで、細やかな泡立ちが特徴で

す。

赤い果実やジャムのチャーミングなアロマとイーストなどの熟成香が織りなす本格的な味わいと、繊細な泡の刺激が心地よいエレガントで華やかな辛口ロゼです。

ベッリーニ・スプマンテ・ブリュット ピノ・シャルドネ アカデミア　ブルー

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。

ゴールデン種のリンゴ、パッションフルーツの芳香があります。フルーティーな辛口の味わいで、爽やかなのど越し。ミネラルと酸のバランスのとれた味わいです。

2022年　冬のリカーセレクション

No.075　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。さまざまな個性を持った香り、味わいを存分にお楽しみいただけます。クリスマス、年末年始の乾杯などにも最適です。スペイン、イタリア、ドイツ、フランス、オーストラリアのスパー
クリングワインをご用意しました。

商品名 商品名

モナ　カバ　ブリュット コドルニウ　クラシコ　ロゼ

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る、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。



 

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 ノミネ・ルナール NV 辛口
シャルドネ40％

ピノ・ノワール30％
ピノ・ムニエ30％

フランス シャンパーニュ モーリス・レジェ NV 辛口
ピノ・ノワール 50%

シャルドネ 35%
ムニエ 15%

フランス シャンパーニュ マルセル・ピエール NV 辛口
ピノ・ノワール 50%

シャルドネ 35%
ムニエ 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。

シャンパーニュ・モーリス・レジェ

黄金色かかった色合いと心地よい泡。エキゾチック・フルーツの香りにミネラルのニュアンス。リッチでバランスの取れた味わい。しっかりとした果実味が感じられ、繊細でなめらかな口当たり。

シャンパーニュ・マルセル・ピエール・ブリュット

明るく繊細な色合い。力強い泡が立ち昇る。白い花とドライアプリコットを想わせる繊細で率直な香り。しっかりとした果実味とフレッシュで活き活きとした味わいが長く続く。個性豊かでチャーミング。

2022年　冬のリカーセレクション

No.076　シャンパーニュ飲み比べ3本セット

多くのレストランにオンリストされる実力派の小規模生産者と老舗メゾンから味わい重視で選び抜いたシャンパーニュをセットにしました。
数あるシャンパーニュメゾンの中から厳選したお得なセットです。華やかでリッチな時間を演出するシャンパーニュを存分にお楽しみ下さい

商品名

ブリュット

コート・デ・ブランのコトー・デュ・プティ・モラン地区のヴィルヴナールという小さな村に所在。何世代にもわたり家族経営で自家栽培と醸造を行うプティ・メゾン。柑橘類、白桃、バター・ビスケットの
香り。フレッシュかつ豊潤、果実味豊かでキリッとした味わい。ミネラルの余韻。



 

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 ロンバルディア州
モンツィオ ・ コンパニョー
ニ

NV 辛口
シャルドネ 80%　ピノ

ネーロ 20%

イタリア ピエモンテ州 マルヴィラ NV 辛口  アルネイス 100％

イタリア ヴェネト州 MGM（モンドデルヴィーノ） NV 辛口 グレラ100％

イタリア プーリア州 カイアッファ 2021 辛口
 フィアーノ ・ ミヌトロ

100%

イタリア ピエモンテ州 マルヴィラ NV 辛口 ネッビオーロ 100％

イタリア ヴェネト州 ビゾル 2020 辛口
 グレラ 85% ピノネロ

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。

‘ジェイオ’　プロセッコ　ロゼ　ブリュット

９月に収穫を開始。 ピノネロはグレラより１週間早く収穫。ステンレスタンクで低温マセラシオンを行い、 醸造。
残糖度は 6.5g/1

輝くロゼ色。 きめ細やかで生き生きとした泡立ち。バラ、 スズランなどのフローラルな香りや柑橘系果実のアロマ。味わいは柔らかくバランスが取れていてクリーン。

スプマンテ　ブリュット　ミリア

手摘み　収穫時期：8 月下旬除梗・破砕後ソフトプレスし、16 度設定のステンレスタンクで 12 時間発酵。シャルマ・ルンゴ方式。
シュール･リーを 5 ～ 6 ヶ月行う。麦わら色。クリーミーで繊細な持続性のある泡立ち。豊かなアロマで黄りんごや桃のような果実の香りにアカシアの花の香りが広がります。エレガンスさと心地良い

スパイス感のバランスが素晴らしい。旨みを伴った酸味が口の中に広がり、溌剌としたしっかりした味わいが特徴です。

リヴ・ ゴーシュ　ロゼ　スプマンテ

ぶどうを８月下旬から９月初旬に収穫。ステンレスタンクで発酵を行う。 その後、 4 ヶ月酵母と共に温度管理して熟成。 加糖はせず、 二次発酵はワインに
残った糖分のみで行われる。小さな赤い果実、 白桃、 ざくろなどの香り。ドライでフレッシュ、 ほどよい酸がある。泡立ちはきめ細かく、 余韻も長く続きます。

リヴ・ ゴーシュ　スプマンテ

ぶどうを８月下旬から９月初旬に収穫。ステンレスタンクで発酵を行う。その後、4ヶ月酵母と共に温度管理して熟成。加糖
はせず、二次発酵はワインに残った糖分のみで行われる。白桃や白い花、ほのかなハーブの香り。繊細できめ細かい泡立ち、ミネラリーで心地よいドライな余韻のある味わい。

イティネラ　プロセッコ　ブリュット

収穫したぶどうを除梗、圧搾。密閉式タンクで発酵。ボトリング後すぐに出荷される。輝く麦わら色。細やかで持続性のある泡立ち。レモンなどの果実の香り。繊細でミネラルに富んだ、ドライな辛口。
MGMモンド・デル・ヴィーノ（MGM Mondo del Vino）社は1991年に3人の醸造家(Martini, Gabb, Mack)によって設立。ピエモンテのプリオッカに最新の醸造施設を構え、イタリア全土で収穫されたぶどうを

厳選しワイン造りを行います。ベストワインプロデューサー賞など、様々な名誉ある賞を獲得している協同組合です。

2022年　冬のリカーセレクション

No.077　イタリア周遊　フランチャコルタを含むスパークリング6本セット

イタリアを感じられるスパークリングワインをお得なセットでご紹介。
イタリアのシャンパーニュとも呼ばれるフランチャコルタ「キュヴェ・アッラモーダ」、北イタリアを代表する地場品種「アルネイス」100％で造られる青りんご
のような爽やかなスプマンテ「リヴ・ゴーシュ」、世界で一番飲まれているスパークリングワイン「プロセッコ」、その中でも特にドライで辛口な味わいが特徴の
「イティネラプロセッコ」。南イタリアプーリア州の土着品種「フィアーノ・ミヌトロ」で造られるマスカットや桃を彷彿させる甘やかな香りだがドライでお食事
に合わせやすいスプマンテ「ミリア」。イタリアの赤ワインの最高峰「バローロ」が造られる品種「ネッビオーロ」100％で造られるリッチな味わいと優しい泡立
ちのロゼスパークリング「リヴ・ゴーシュ・ロゼ」。イタリアのスパークリングワインの聖地プロセッコエリアで造られるロゼワイン、2021年にプロセッコと名

乗る事を認められたばかりの「ジェイオ・プロセッコロゼ」。泡で北から南までイタリアを楽しめるセットです。

商品名

フランチャコルタ ・ ブリュット　キュヴェ ・ アッラ ・ モーダ

葡萄を発酵させた翌春に、リキュール ・ ド ・ ティラージュとのアッサンブラージュを行う（2% ～ 5% をバリックで 6 ヶ月熟成）。最低 24 ヶ月の瓶内熟成後にデゴルジュマン。その数か月後にリリース。緑が
かった黄色い麦わら色。繊細で持続性のある泡立ち。花やトーストしたパン、 桃やリンゴなどのデリケートな香り。フレッシュでミネラルがしっかりあります。バニラの柔らかいニュアンスがあり、口いっぱいにリ

ンゴの風味が広がり、 長い余韻が感じられます。



国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像 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 ヴィノヴァリエ - フルボディ マルベック100％ フランス 南西 ヴィノヴァリエ - 辛口
ロワン・ド・ルイユ

100％

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％
フランス ロワール

グランドエスペラン
ス

- 辛口
ソーヴィニヨン・ブ

ラン100％

フランス IGPドック カルヴィソン - フルボディ
カベルネ・ソーヴィ

ニヨン100％
フランス IGPドック オードムーリエ - 辛口 シャルドネ100％

フランス 南西 ヴィノヴァリエ - ミディアムボディ ネグレット100％ フランス IGPドック カルヴィソン - 辛口 ヴィオニエ100％

フランス ロワール
グランドエスペラン
ス

- ミディアムボディ ガメイ主体 フランス - シャンドヴィル - 辛口 ユニ・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。

トゥーレーヌ・ルージュ ブラン・ド・ブラン　ブリュット

摘みたてのイチゴのような爽やかな香り、しっかりとした酸が印象的でチャーミングな味わい。 ミネラル感のあるキリッとした口当たり、細かい泡立ちが特徴的でエレガントな味わい。

ランフィニ　フロントン セレクシオンヴィオニエ

スミレやブラックカラントの香り。滑らかな質感が印象的で親しみやすい味わい。 熟したライチやバラのような香り。芳醇な果実の風味が印象的が厚みのある味わい。

セレクシオン　カベルネ・ソーヴィニヨン シャルドネ

３０年を超える樹齢のブドウを使ったか、しっかりとした骨格に豊かな風味、緻密なタンニンが印象的。 よく熟した柑橘系フルーツと白い花の香り。口当たりからふくよかで、しっかりとした酸に支えられた、バランスがよく、奥行きのある余韻が特徴的。

芳醇な果実の厚みある味わいが印象的で、滑らかな舌触りと、かすかな苦味も感じられる。

ピノ・ノワール　キュヴェ・トラディション トゥーレーヌ・ブラン

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。
クランベリーに赤スグリの風味。

リュット・レゾネで造るピュアな品種の個性が楽しめる。独特なデザインのラベルも印象的。

2022年　冬のリカーセレクション

NO.078　フランスモノセパージュ　10品種赤白スパークリングワイン10本セット

ジビエやハム、牡蠣やふぐなど、冬のごちそうにピッタリの10本セット。リカーセレクション初登場の赤身の肉によくあうマルベック、丹精な味わいのピノ・ノワール、旬の鱈によく合うロワンドルイユなど、旬の食材との合わせが愉しいワイン
です。

＜ヴィノヴァリエ＞マルベックの産地はカオール。濃厚濃密な香りと柔らかな酸味、ボリューム感ある味わいの三越伊勢丹リカーセレクション初登場ワインです。
ジビエなど個性的な肉料理には、マルベック・ネグレットなど、南西地方の完熟葡萄で造られるワインが良く合います。牛肉・豚肉などにはカベルネ・ソーヴィニヨンがおすすめです。

鶏肉、濃いめ味付けの魚には、ピノ・ノワール、ガメイなどはいかがでしょうか。
牡蠣には、濃密なロワンドルイユ、さっぱりとしたユニ・ブランのスパークリングを、マスなどの川魚にはソーヴィニヨン・ブランがおすすめ、アジア系のお料理にはヴィオニエ、南仏のシャルドネが良く合います。

商品名 商品名

カオール レ・ヴィルトゥオーズランボー

マルベック特有のアロマであるプルーンに、ブラックベリーやブラックベリーの香り、小石を含む砂粘土土壌で構成された独特のテロワール。



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 グラーヴ
シャトーオークール
ノー

2018 ミディアムボディ
メルロー70％、カ
ベルネソーヴィニヨ

ン30％
フランス コートドブール シャトー ラ ジャマド 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 ジネステ 2019 ミディアムボディ

メルロー90%カベル
ネソーヴィニヨン

5%カベルネフラン
5%

フランス コートドブール
シャトー ル フェロー ベ
ルエール

2019 ミディアムボディ

メルロー60%、カ
ベルネフラン

30%、マルベック
10%

フランス
ボルドーシューペリ
ウール

シャトー カントループ 2019 ミディアムボディ

カベルネソーヴィニ
ヨン60%、メルロー
30%、カベルネフラ

ン10%

フランス コートドブール シャトー ルパンプレ 2019 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
ボルドーシューペリ
ウール

シャトー ドロービエ 2018 ミディアムボディ
メルロー50%、カベ
ルネソーヴィニヨン

50%
フランス ボルドー

シャトー ルパン ダンベー
ル

2018 ミディアムボディ

メルロー57%、カ
ベルネソーヴィニヨ
ン30%、カベルネ

フラン13%

フランス
ボルドーシューペリ
ウール

シャトー ムーランド バ
レル

2017 ミディアムボディ

メルロー70%、カベ
ルネフラン20%、カ
ベルネソーヴィニヨ

ン10%

フランス ボルドー
シャトー ド ラ  グランド
トゥール

2019 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 コートドブール シャトー レスカ 2018 ミディアムボディ
メルロー90%、カベ
ルネソーヴィニヨン

10%
フランス コートドブール シャトー ド ルスレ 2018 ミディアムボディ

メルロー70%、カ
ベルネソーヴィニヨ
ン20%、マルベッ

ク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。

シャトー レスカ シャトー ド ルスレ

濃く深いルビーレッド色。黒果実系のフルーティな香り。フレッシュさがあり、トーストのような後味。 鮮やかなレッドカラー、愛らしい赤果実のアロマ。

シャトー ムーランド バレル シャトー ド ラ  グランド トゥール

濃密で深みがあるガーネット色。力強いブーケは、煮詰めたプルーンのアロマとローストの香りが調和している。 美しいルビーバイオレット色。野イチゴ、ブラックチェリー、ラズベリーの豊かな風味。

シャトー ドロービエ シャトー ルパン ダンベール

フルーティな香り。若々しさとまるみ、しなやかさをバランスよくもたらす。 鮮やかなパープルレッド。フレッシュな赤果実やスミレの香り。

シャトー カントループ シャトー ルパンプレ

美しい深紅。スパイシーでスモーキーな香り。 美しいレッドカラー。赤い果実の豊かなアロマ。口当たりはまろやかでエレガント。

美しい深紅のローブに鮮やかなハイライト。スパイシーな香り。後味は温かみがある。

エクラ シャトー ル フェロー ベルエール

美しいルビー色。赤い果実と木の香り。熟した赤果実のクリーンで豊かなアタック。ほんのりとロースト香。 紫色のローブと赤い果実の香り。豊かなボディとクリアで伸びやかな果実味を併せ持つ。

2022年　冬のリカーセレクション

No.79　金賞受賞ボルドー赤ワイン12本セット

大人気！銘醸地ボルドー地区の赤ワインを揃えました。
2019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ワインの詰合せです。

赤ワイン好きには堪らない実力派グラーヴ地区も入った12本です。
毎日のお食卓のおともに、ぜひご自宅でご堪能ください。

商品名 商品名

シャトーオークールノー シャトー ラ ジャマド

濃いルビー色、完熟したブラックベリーのアロマ、リッチな果実味にタンニンが溶け込み、豊かな味わいが続く



国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像 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  ピエール
ルセル

2021 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 アントゥルドメール
シャトー オ ブラン
パリ

2021 辛口
ソーヴィニヨン、

ミュスカデル、セミ
ヨン

フランス ボルドー ジネステ 2021 辛口

ソーヴィニヨンブラ
ン85%、セミヨン

10%、ミュスカデル
5%

フランス ボルドー ドメーヌ モケ 2020 辛口
ソーヴィニヨン
60%、セミヨン

40%

フランス アントゥルドメール
シャトー レ セップ
シェーヌ

2021 辛口

セミヨン41%、ソー
ヴィニヨンブラン

26%、ミュスカデル
20%、ソーヴィニヨ
ングリ9%、コロン
バール2%、ユニブ

ラン2%

フランス アントゥルドメール
シャトー オー サ
リック

2020 辛口

ソーヴィニヨン
60%、セミヨン

25%、ミュスカデ
15%

フランス ボルドー レフォントニール 2019 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 アントゥルドメール
シャトー ラ チュイ
ルリー

2020 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
シャトー プティ
ムーラン

2021 辛口
セミヨン、ソーヴィ

ニヨンブラン
フランス

ブライコートドボル
ドー

シャトー レ フェイ 2021 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。

シャトー プティ ムーラン シャトー レ フェイ

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

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

レフォントニール シャトー ラ チュイルリー

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 白い花のフレッシュなノートとアロマティックなノーズ、口に含むとエキゾチックなアロマが広がります

シャトー レ セップ シェーヌ シャトー オー サリック

透明感のある淡い黄色、レモンやグレープフルーツ、アプリコット、グーズベリーの香り、ほどよい酸味の厚みのある味わい。 きれいな淡い緑色。グレープフルーツとカシスの非常に表情豊かな香り

鮮やかなペールイエローにグリーンのリフレクション。香りは、白い花、エキゾチックフルーツ、桃、柑橘類のブーケ。

エクラ ドメーヌ モケ

美しい淡いレモン色。グレープフルーツやマンダリンの柑橘系果実とアカシアの花の香り。甘いスパイスやジャムのようなフルーツの香りと厚みのあるふくよかな味わい 美しいゴールドイエローの色彩。エレガントなリンゴと洋ナシのブーケ。フィニッシュはは熟した果実味に満ちている。

2022年　冬のリカーセレクション

No.80　金賞受賞ボルドー白ワイン10本セット

数種類の白ぶどうをブレンドしたボルドーの白ワインの味わいは、様々なニュアンスを楽しめます。
ソーヴィニヨンブランやセミヨンを主体とした白ワインには、はつらつとした爽やかさの中にも豊かな果実味が凝縮されており、

お食事を問わず色々なシーンで活躍する味わいです。
ソーヴィニヨンブラン100％の白ワインも軽快かつしっかりとした味わいです。

銘醸地ボルドーの白ワインの味わいをどうぞお楽しみください。

商品名 商品名

シャトー  ピエールルセル シャトー オ ブランパリ

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。



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 ユニヴィティス 2017 ミディアムボディ
メルロー70 %　カべルネ・

ソーヴィニヨン15 %　カベル
ネ・フラン15 %

フランス ボルドー ユニヴィティス 2018 辛口
ソーヴィニヨン・ブラン50 %

セミヨン50 %

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

2020 フルボディ メルロー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

2019 辛口
グルナッシュ・グリ85 %　マカ

ブー15 %

イタリア ヴェネト
モンド・デル・
ヴィーノ

2016 フルボディ
コルヴィーナ・ヴェロネーゼ

コルヴィノーネ　ロンディネッ
ラ

イタリア ヴェネト
カンティーナ・フラ
テリ・ベリーニ

2020 辛口
ガルガネガ85 %　トレッビアー

ノ15 %

イタリア モリーゼ
カンティーナ・
ディ・クリテルニア

2020 ミディアムボディ モンテプルチアーノ イタリア マルケ ピエールサンティ 2020 辛口 ヴェルディッキオ100 %

スペイン リオハ パゴス・デル・レイ 2016 ミディアムボディ テンプラニーリョ100 % スペイン バルデペーニャス
フェリックス・ソリ
ス・アヴァンティス

2019 辛口 アイレン100 %

スペイン バルデペーニャス
フェリックス・ソリ
ス・アヴァンティス

2015 フルボディ テンプラニーリョ100 % スペイン バルデペーニャス
フェリックス・ソリ
ス・アヴァンティス

NV 辛口
ヴェルデホ　ソーヴィニヨン・

ブラン　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。

アルマグロ　レゼルバ ムーチョ　マス　白

樽で1年、瓶で2年、合計3年の熟成を経た「レゼルバ」。カシス、レッドカラントなどの赤い果実の香りのほか、微かにヴァニラの香り。柔らかな酸味とよくこなれたタンニンが魅力的
なエレガントなワイン。

mucho masは英語でmuch more（もっと）の意味。品種やヴィンテージと言った情報ではなく、ワインそのもの品質と味わいにフォーカスし、開発されました。何杯でも飲みたくなる、南
国フルーツ香＆辛口な味わいです。

エル・シルクロ　クリアンサ カーサ・モレナ　白

有機栽培葡萄を100％使用。赤系果実の鮮やかさと熟れた果実の豊かさのバランスの良い赤ワイン。味わいは、果実の優しい甘みにスパイシーなニュアンス、心地よい酸が感じられ、非
常に柔らか。

早生みかんやまだ熟れていない梨のような爽やかな風味と、キレの良い後味が楽しめる、さっぱりとしたタイプの辛口。

オスコ　ロッソ
ピエールサンティ　テッレ・ディ・サンパオロ　ヴェル

ディッキオ

カシスなど果実の香りに、スミレやホワイトペッパーの香りがアクセントを与えている。柔らかいタンニンとバランスの良い構成を持ったワイン。
爽やかなハーブ、グレープフルーツなどの柑橘系果実の香り、蜜の詰まったリンゴや桃のような豊かな果実香と、微かにヴァニラやアーモンドのようなニュアンス。凝縮された果実味とまろや

かなボディが感じられ、上品な酸味と心地よい微かな苦味が余韻にきれいに残る。

ソプラサッソ　アパッシメント ベリーニ　ソアーヴェ

魅力のある繊細で個性的な香り。口当たりは滑らかで、赤い果実やドライフルーツのような風味が楽しめる。 リンゴや洋梨のキャンディのようなフルーティで甘い香りの中に、微かなハーブのニュアンスが感じられる。フレッシュな酸味と軽快な味わいのチャーミングなワイン。

ジルベール＆ガイヤールコンクール金賞。輝きのあるレモンイエロー。青リンゴ、グレープフルーツの柔らかな果実香にハーブや、白い花の香りも感じられる。蜜のつまった青リンゴの果実味
があり、綺麗な酸とのバランスが良い。クリーンで爽やかな余韻も魅力のワイン。

d.A.　メルロー シャトー・ロリガ　ソレイユ・ブラン

50%は8ヶ月新樽熟成。カシスのジャム、スパイス、チェリーのアロマとトーストされたオークのノート。スムーズな口当たりと豊かなタンニンがあり、しっかりした構造を持つワイ
ン。

黄桃、アプリコット、プラムのストーンフルーツ系の果実に、パインのようなトロピカルフルーツのニュアンス。樽由来のトースト香、ナッツの香りがある。柔らかなコクがあり、しっかりと
した酸味のふくよかな芳醇タイプ。

2022年　冬のリカーセレクション

No.081　金賞ボルドーの入ったヨーロッパ赤・白ワイン12本セット

赤白それぞれ6種類合計12種類のフランス、イタリア、スペイン欧州3カ国のワインを味わうことができるバラエティ豊かな内容です。人気の高い金賞受賞のボルドーワインも赤白1本ずつ入っています。ぶどう品種も様々でその土地の固有品種で造られる
ワインや国際品種のメルローやなど多種多様なワインがお楽しみいただけます。その日のお料理やシーンにあわせて飲んでいただける充実したセットです。

商品名 商品名

シュヴァリエ・ド・サンタンドレ　赤 シュヴァリエ・ド・サンタンドレ　白

ジルベール＆ガイヤールコンクール金賞。若々しさを感じるルビーレッドの色合い。ブルーベリーやブラックベリーの果実香。程よい酸味とタンニンが感じられる柔らかな飲み心地。少
し冷やしても美味しく楽しめる親しみのある味わい。



 

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 ブルゴーニュ
マリー･ルイズ･パリ

ゾ
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・メールラン 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 ルイ・ジャド 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
フィリップ・ル・ア

ルディ
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。

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。

ブルゴーニュ・ピノ・ノワール

プラムを煮詰めたような甘い香り。熟した果実味が心地よく、ピュアな味わい。

ブルゴーニュ・ルージュクーヴァン・デ・ジャコバン

このワインは、「コート・ドール」と「コート・シャロネーズ」のヴィラージュ級の畑の選ばれたブドウから造られています。
ジャド・スタイルを反映して、ふくよかなフルーツらしさと絹のような舌触りと優しいタンニンを持った、穏やかで調和のとれた香味に仕上がっています。

2022年　冬のリカーセレクション

No.082　ブルゴーニュ地方のピノ・ノワール100％
著名生産者がそろったブルゴーニュ地方　ピノ・ノワール赤ワイン5本セット

「黒いダイヤ」とも称される高貴なぶどうの代表品種のピノ・ノワール。華やかな果実のアロマと優雅な酸味が魅力です。
女性生産者や著名生産者が手塩にかけて造ったピノ・ノワールの個性や特徴をお愉しみください。

＜マリー・ルイズ・パリゾ＞は1936年にミネス･マリー･ルイズにより設立された比較的新しいネゴシアン。女性ならではのセンスが光ります。
＜ドメーヌ・オリヴィエ・メールラン＞は南に位置するマコネ地区のぶどうに、化学肥料・除草剤を一切使用しない、マコン注目のドメーヌです。

1859年から続く老舗ブルゴーニュの巨匠＜ルイ・ジャド＞は大手ならではの安定した上質な味わいが愉しめます。
その他、ブルゴーニュ公国、初代公王のシャトーが醸すビオロジック農法のワイン＜フィリップ・ル・アルディ＞、
そして、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＞をお愉しみいただけます。

世界から愛されるブルゴーニュ地方のピノ・ノワールの味わいを堪能できるお勧めセットです。

商品名

ブルゴーニュ・ピノ・ノワール　

手頃な価格で品種や土地の個性を楽しめるワインで、芳醇な果実の香りとフルーティーで滑らかな味わいです。



 

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 ブルゴーニュ ピエール･ポネル 辛口 シャルドネ１００％

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 ジョブリーヌ 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％

※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。

マコン・ヴィラージュ

南東・南・北西向きの斜面で、標高は300m～380m。樹齢の若い複数区画のアッサンブラージュ。淡い黄金色。きりっとした柑橘系の果実や白い花のアロマ。キリっとした口当たりとミネラル感。レモンの
ようなフレッシュで調和のとれた余韻。

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・ラ・ロシュ・ヴィヌーズ・ブラン

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！柔らかく爽やかで、広がりのある完熟した白い果実の香り。果実味豊かでバランスの良いミ
ネラルの中辛口。

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。

2022年　冬のリカーセレクション

No.083　果実味豊かな「マコネ地区」！ブルゴーニュ注目のエリア「マコネ地区」の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で大注目のエリア「マコネ地区」のシャルドネを使用した、各インポーターおすすめの5本をセレクトした白ワインセットです。

2020年ヴィンテージからプルミエ・クリュ格付けが新たに認定され、今こぞって生産者が畑を持ちたがる話題のマコネ地区。
今回から新しく、ヴェルゼ村の丘陵地に位置するドメーヌ＜ジョブリーヌ＞のワインがラインナップしております。

マコネのこの小さなヴェルゼ村の歴史は10世紀まで遡り、卓越したテロワールから品質の高いワインを生み出しています。
その他のラインナップは、シャルドネの発祥の地と言われるラ・ロッシュ・ヴィニーズに位置し、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＜オリヴィエ・メールラン＞です。すべてのぶどうは手収穫をしている数少ないドメーヌです。
大手生産者からは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＞、

1859年から続く老舗ブルゴーニュの巨匠＜ルイ・ジャド＞、
1875年から続く＜ピエール・ボネル＞、どちらも大手ならではの安定した品質が愉しめます。

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

マコン･ヴィラージュ

新鮮かつフルーティー、軽い酸味を包み込むような柔らかい果実味が大きな特長で、切れ味の良く後味がすっきりとした味わいです。



 

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 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

６５% メルロー／ ２５%
カベルネ・フラン／１

０%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

2003 ミディアムボディ

７０％メルロー／１５％
カベルネ・フラン／１

５％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
シャトー・メッシー
ル・オベール

2015 フルボディ

６０％メルロー／２０％
カベルネ・フラン／２

０％カベルネ・ソーヴィ
ニヨン

フランス ボルドー
シャトー・サン・
ミッシェル

2016 フルボディ
９０％メルロー／１０％

カベルネ・フラン

※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。

モンターニュ・サン・テミリオン

2015年優良ボルドー。凝縮した濃厚な果実感に華やかな香り、きめ細かくしっかりとしたタンニン、飲みごたえのある一本。

ボルドー・スペリゥール

2016年優良ボルドー。メルロー主体の柔らかさな口当たりながら、しっかりとしたタンニン、果実味を感じます。

リュサック・サン・テミリオン

2003年優良ビンテージボルドー。黒系果実やブルーベリージャムを想わせる力強い果実味と、熟成により柔らかく、まろやかになったタンニンとのハーモニーが秀逸です。

ボルドー

2009年優良ビンテージボルドー。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。

2022年　冬のリカーセレクション

No.084　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5本セット

ボルドー優良年2000年、2003年・2009年・2015年・2016年を集めた熟成ボルドー5本セットです。いずれも小規模生産者の掘り出しもの。リカーセレ
クション人気のシリーズ「フランスワインの真髄を探索！」のため、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。現地でも品薄なビンテージです。

2003年はとても暑く、そんな年を彷彿とさせるような凝縮感の高さ、約20年の時を経て、力強さがありながら丸みを帯びた印象です。
2009年も云わずと知れたグレート・ビンテージ。タンニンも未だしっかりと有りながら、渋みは円みを帯びています。

2015年・2016年はしっかりとしたボディ。メルロー主体で濃厚ながら、柔らかさ、舌触りの滑らかさが印象的な2本です。
それぞれの年の思い出や出来事に想いを馳せながら、ゆっくりとワインを愉しむ、そんな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 2014 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・スーター
ル

フルボディ メルロ80％　カベ
ルネ・フラン20％

フランス ボルドー
シャトー・クロワ・
ムートン

2018 フルボディ
メルロー97%、　　カ
ベルネ・ソーヴィニヨ

ン3%

フランス ボルドー
シャトー・ラロッ
シュ

2015 フルボディ

メルロー 70% カベル
ネ・ソーヴィニヨン

15% カベルネ・フラン
15%

フランス ボルドー
シャトー・ムーラ
ン・ド・ペイロナン

2019 フルボディ
メルロ60％　カベルネ・
ソーヴィニョン20％ マ

ルベック20％

フランス ボルドー
シャトー・ララン
ド・モッス

2015 フルボディ
メルロー85%　カベ
ルネ・ソーヴィニヨ

ン15%
フランス ボルドー

シャトー・デュ・ベ
ルジェイ

2019 フルボディ メルロ100％　

フランス ボルドー
シャトー・ガレ・ベ
ルヴュ

2015 フルボディ

メルロ56％　カベルネ・
ソーヴィニョン30％ カ
ベルネ・フラン１３％ プ

ティ・ヴェルド１％

フランス ボルドー
シャトー・デュ・カ
ヴァリエ

2019 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・シャント
メルル

2016 フルボディ

カベルネソーヴィニヨン
60％ メルロ35％ プティ
ヴェルド3％ カベルネフ

ラン2％

フランス ボルドー
シャトー・レストラ
ン

2018 フルボディ
カベルネソーヴィニヨ
ン55％ メルロ35％ プ

ティヴェルド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。

シャトー・レストラン

メドックの格付けクリュ・ブルジョワの生産者です。平均樹齢30年の葡萄を使用し低収量で造られるメドック・ワインです。特に完熟したカベルネソーヴィニヨンを感じる
ことのできる1本です。

シャトー・シャントメルル

メドックの格付けクリュ・ブルジョワの高評価の生産者です。カベルネソーヴィニヨン種を主体に造られる王道のメドックスタイルのワインをお楽しみください。

シャトー・ガレ・ベルヴュ シャトー・デュ・カヴァリエ

格付け2級シャトー・レオヴィル・ラスカーズ・ファミリーが手掛けるワインです。北部メドックらしいキメの細やかな酒質。ブドウらしい果実の香りに加え、土や粘土を思
わす大地の香りをまとい、奥行きが感じられます。

右岸エリア、ブライ・コート・ド・ボルドーの生産者です。メルロ種主体の柔らな果実味と心地よい酸味、凝縮されたブドウの旨味が特徴です。

シャトー・ラランド・モッス シャトー・デュ・ベルジェイ・キュヴェ・トラディション

右岸エリア、フロンサック地区の小規模生産者です。ふくよかでボリューム感のあるメルロ種を主体とした優良ヴィンテージ2015年産のワインです。 右岸エリア・フロンサック地区優良生産者がメルロ100％で造る豊かな果実を楽しめるワインです。

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。

シャトー・ラロッシュ シャトー・ムーラン・ド・ペイロナン・ルージュ

格付2級シャトー・グリュオーラローズのオーナーが所有するコート・ド・ボルドー地区の定評のある生産者です。赤果実系の果実味と酸味がバランスよく調和しています。
上品な優良ヴィンテージ2015年をご堪能下さい。

サンテミリオンの東側に位置する粘土石灰質土壌の畑から造られるワインです。完熟したしっかりとした果実味とスパイシーさが魅力的です

2022年　冬のリカーセレクション

No.085ワンランク格上・ボルドー銘醸シャトーの赤ワイン10本セット

ボルドー地方の王道でワンランク上のワインを飲みくらべ頂ける高品質・高評価を得ている生産者のワインを中心にセレクトした秀逸なセットです。特にサンジュリアン格付け2級【シャトー・レオヴィル・ラスカーズ】のデュロン家が手掛けるグ
レートビンテージ2015年の『シャトー・ガレ・ベルヴュ』や同じく格付2級【シャトー・グリュオーラローズ】のオーナー、ジャン・メルロ氏が所有するコート・ド・ボルドー地区の定評のある『シャトー・ラロッシュ』優良年2015年、サンテ
ミリオンの格付け【シャトー・スータール】が造る飲み頃2014年の『エス・タール・バイ・スータール』、【ミスターメルロー】ことジャン・フィリップ・ジャヌイクス氏が90年代から作り一躍有名になった『シャトー・クロワムートン』など
実力シャトーが手掛けるワインなどどれもフランス国内はおろか世界中で高い評価を受け愛飲されているものばかりです。ボルドーワインのクラシカルでブレることのない王道スタイルの味わいを食事とともに味って頂けると更においしさが倍増

すること間違いなしです。この機会にぜひお試し下さい。

商品名 商品名

エス・タール・バイ・スータール シャトー・クロワ・ムートン

サンテミリオンの格付けシャトー・スータールが手掛け、カジュアルにスータールを感じることのできるデイリー・ボルドーです。



 

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 ドメーヌ・モーリス・ガヴィネ フルボディ ピノ・ノワール100

フランス ボルドー ボルドー・シューペリュールA.C. フルボディ
カベルネ・ソーヴィニヨ
ン50、メルロー30、カ

ベルネ・フラン20

フランス ボルドー ボルドーA.C. フルボディ
メルロー70、カルベネ・

ソーヴィニョン30

フランス コートデュローヌ
シャトー・サンテステーヴ・デュ
ショー

フルボディ
グルナッシュ80％、シ

ラー20％

フランス コートデュローヌ ドメーヌ・デュ・ペゴー フルボディ
グルナッシュ30、シラー
30、メルロー20 他20

フランス ガスコーニュ ドメーヌ・デュ・シルレ フルボディ
メルロー50、カベルネ・

フラン30、タナ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。

シルレ・ルージュ・テロワール・ガスコン・コート・ド・ガスコーニュ

風が良く吹き、高地で豊富な日照量のため葡萄が完熟しやすいテロワール。
赤スグリやラズベリーにナッツやタバコの香り。後味にリコリスを感じるしなやかなタンニン。

コート・デュ・ローヌ・トラディション

毎年安定して高いレベルのポテンシャルを発揮している生産者。ブドウは破砕してエグラッペ。伝統的なマセラシオンを行い、7日～10日間発酵。
熟した花梨、チェリーやプラムの香り。フルーティでしなやかでバランスの良い味わい。

僅かにスパイスのニュアンスが混じる。

プラン・ペゴー

あのダカーポを生み出す、コート・デュ・ローヌでも評価の高い生産者が手がける秀逸な赤。
3年間の自社畑のブドウをブレンドして造られた特別なワイン。スパイシーな香りにリッチな味わい高級感が漂う味わい。

シャトー・ボワ・マロ

ボルドー シューペリュール対象のコンクールでトップ20に名を連ねている濃厚なボルドー。
ステンレスタンク6ヶ月その後12ヶ月樽熟成。新樽50％残り1年樽。果実味豊かで、後味にビターチョコレートの感じが残る。

シャトー・プジョ

金賞受賞。ガロンヌ川を見下ろす丘の上に居を構えるシャトー。
紫がかった濃い赤色。黒い果実、シルキーで渋みと丸みのあるタンニンが心地良い。

2022年　冬のリカーセレクション

No.086　フランスを地方別に飲みくらべ赤ワイン6本セット

DRC（ドメーヌ・ド・ラ・ロマネコンティ）の元栽培担当者が創設したワイナリーの1本から金賞受賞歴の有る実力派の1本まで、
飲みごたえのある6本をセレクトしました。

ブルゴーニュ、ボルドー、コート・デュ・ローヌ、そして南フランスのワインをフランスの赤ワインの銘醸地を旅した気分でお愉しみください。

商品名

ブルゴーニュ・ピノ・ノワール

1920年当時DRCの栽培担当であったオノレ・ガヴィネによって創設。
オート・コート・ドゥ・ニュイ最良の区画のひとつで、ドメーヌのワインの中でも年間生産量が4,000本しかなく非常に人気の高いワイン。

控えめな樽香やミネラル感とのバランスも良く、クラシカルなピノ・ノワールの素晴らしさを楽しめる



 

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 ブルゴーニュ
シャトー・デュ
ジャック

ミディアムボディ ガオメイ100%

フランス ブルゴーニュ
ドメーヌ・アラン・
ミシュロ

ミディアムボディ ピノ・ノワール100%

フランス ボルドー シャトー・シマール 2015 フルボディ
メルロー80%、カベル

ネ・フラン２0%

フランス
シャトー・サン・
ディディエ・パル
ナック

フルボディ マルベック、メルロー

フランス
コート・デュ・ロー
ヌ

E・ギガル フルボディ
グルナッシュ70%、シ

ラー20%、ムールヴェー
ドル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。

カオール

バランスが良く、なめらかでコクのあるタンニンを持つ、フルーティなカオールの赤ワインです。

ジコンダス

紫がかった美しいルビー。プラムや甘草の力強いアロマ。ほのかに感じられるオークのフレーバー。たっぷりとした、力強く、フルボディな味わいです。

モレ・サン・ドニ

赤や黒いチェリーの香りに、深い土のニュアンス、スミレのような印象もある。味わいは、純粋で豊満、きれいな透明感、程よいタンニンが備わっている。見事な凝縮感、力強さがあり、テロワールの風味が
感じられます。

サン・テミリオン グラン・クリュ

かの有名なシャトー・オーゾンヌの当主アラン・ヴォーティエ氏が所有するシャトー。凝縮感と味の深みが増した皆納得パワフルボルドー。

2022年　冬のリカーセレクション

No.087　ブルゴーニュ村名からローヌ地方まで　フランス銘醸地の品種別　赤ワイン飲みくらべ5本セット

ブルゴーニュ、サン・テミリオン、カオールなど、フランスの銘醸地の赤ワインを揃えました。かの有名なシャトー・オーゾン
ヌの当主アラン・ヴォーティエ氏が所有するシャトーをはじめ、「フランスの赤ワインと言えばこれ」といった、

一度は味わってみたい銘醸地をセレクトしております。
「ブルゴーニュ」

＜シャトー・デュジャック＞　モルゴン※ガメイ100%
モルゴンは10のクリュ・ボジョレの一つ、ボージョレ地区のクリュの中では最も男性的と言われる力強さが特徴です。

＜ドメーヌ・アラン・ミシュロ＞　モレ・サン・ドニ※ピノ・ノワール100%
クロ・ド・ラ・ロッシュなど村の面積の3割をグラン・クリュが占める、実は業界人も注目する銘醸地です。

「ボルドー」
＜シャトー・シマール＞ボルドー・サン・テミリオン　グラン・クリュ※メルロー主体

1999年には、ワイン生産地として初めて世界遺産に登録され、複雑で変化に富んだテロワールが魅力です。

「南西地方」
＜シャトー・サン・ディディエ・パルナック＞　カオール※マルベック（コット）主体

カオールは「ブラックワイン」と呼ばれ、フランス国内ではコストパフォーマンスの高いコクのあるワインとして知られています。

「コート・デュ・ローヌ」
＜E・ギガル＞　ジゴンダス※グルナッシュ主体

ラテン語で「喜び」を意味するジゴンダスは、南ローヌに位置する銘醸地です。

銘醸地を代表するぶどう品種の個性を感じながら、赤ワインの飲みくらべをお愉しみください。

商品名

モルゴン　

独自路線を行くルイ・ジャドの独立ワイナリー。赤い果実やナッツの香りと、凝縮感のある力強い味わいが感じられる、男性的なワインです。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

フランス ブルゴーニュ ドメーヌ・ジョルジュ 辛口 シャルドネ 100％

フランス ボルドー シャトー・ラ・クードレ 辛口
ソーヴィニョン・ブラン、セミヨ

ン、ミュスカデル

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％

フランス ローヌ
セリエ・デ・シャルトリュ＆
セバスチャン・シャバル

辛口
ルーサンヌ、ヴィオニエ、グルナッ

シュ・ブラン

フランス ラングドック アルマ・セルシウス 辛口 ヴィオニエ100%

フランス 南西
ヴィニュロン・ド・ラバスタ
ン

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。

ラシーヌ･ヴァン･ド･ペイ･コンテ･トロサン･ブラン

ボルドーの南東、トゥールーズ近郊、ＡＯＣ 地区で言えばガイヤックに位置する協同組合 「ヴィニュロン・ド・ラバスタン」 1953年創業、ぶどう畑の総面積は1290ha、 年産42万ケースの生産者。協同組合とはいえ、パリ
やマコンのワインコ ンクールで数多くの受賞歴があり、ギ・ド・ アシェットにも紹介されています。色調は淡いレモンイエロー、ソーヴィニョンブランらしい華やかな香りだが しつこくなく、あとから柑橘系のフルーツやハー

ブなどのグリーンノート、 爽やかな後味。 味わいも香りからくる華やかさはあるものの スッキリとした印象の辛口の白ワイン。

ジュ・レジストゥ・ア・トゥ・ソフ・ア・ラ・タンタシオン

長い伝統と経験を持つ生産者セリエ・デ・シャルトリュと、ラグビーフランス代表に何度も選出されたセバスチャン・シャバルが共に働き作り上げたワイン。収穫したブドウは空気圧でプレスし、ブドウの雑味やえぐみのない、
きれいな果汁をとる。その後低温発酵させ、香り高く仕上げます。ボルドーやブルゴーニュに比べると、より豊潤でトロピカルフルーツのアロマを持った、グラマーなワインに仕上がります。飲み手を誘惑するようなワインで

す。 輝きのある色合い、香りはコート・デュ・ローヌの白ワインがもつ特徴的な香り、アプリコットなどフレッシュな果実の香りに、アカシアの花のニュアンス。溌溂とした味わいだが、ボリューム感も感じる味わい。

クロワ・サン・タデール・ヴィオニエ

毎年安定して良いものを作り、コンクールに出品、毎年金メダルを取得してきた生産者「アルマ・セルシウス」。美しいミディ運河が流れる町、ベジエを本拠地とするワイナリー。南仏の厳しい自然と共生するように、こだわり
の自然派栽培を行い、高品質なワインだけを作り続けています。ドライハーブ、トロピカルフルーツなど芳香性が強くアロマティック、華やかなイメージが特に際立ちます。

シャトー・ラ・クードレ

シャトー・ラ・クードレは、ボルドー中心街から内陸の方に位置する、 アントル・ドゥ・メール地区に居を構えるプティシャトーです。 オーナーはジャン＝マルク・ジョリヴェと妻カトリーヌで、1980年台初頭に このシャ
トーを受け継ぎました。 もともと大量生産するためのワイナリーでしたが、 彼らは、職人的なこだわりでワインの品質を徐々に上げてゆき、 2000年台に入ると、毎年のように国際コンクールで金メダルを受賞するまでに 品

質を高めました。 その年のブドウの出来に合わせてブドウの使用比率は変わりますが、 概ねソーヴィニョン・ブラン主体（70％程度）になります。コクも酸味もしっかり感じられる、バランスの取れた味わい。

ミュスカデ･セーヴル･エ･メーヌ･シュール･リー

減農薬農法の葡萄をシュール・リー製法により仕立て、まろやかな旨味や深みを持たせています。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。魚や甲殻類を使用したお料理ともマリアージュする白ワイン。

2022年　冬のリカーセレクション

No.088　1級シャブリ入フランス周遊白ワイン6本セット

白ワインと一口に言っても、その種類は様々。どんなぶどうを使っているかで味わいも変わります。フランス各地で造られる白ワインを取り揃えた、味わいの違いを楽し
める白ワインセットです。ブルゴーニュの白ワイン有名銘柄のシャブリは、1級畑のシャルドネのみを使用しており、伸びやかな酸とミネラル分、1級畑ならではの複雑
性のある味わいが特徴です。ぶどうのポテンシャルを存分に活かすため、ステンレスタンクのみで醸造しています。ボルドー産の白ワインは、国際品種として上げられる
ソーヴィニヨン・ブランにセミヨン、ミュスカデルをブレンドしたブレンドスタイル。ロワールを代表する白ブドウの品種ミュスカデは、発酵中に発生した澱(オリ)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。ローヌ地方の白ワインは、ローヌ
地方特有の品種をブレンドし、華やかな香りが楽しめます。ラングドックで栽培されるヴィオニエはエキゾチックな香り。フランス南西地方のソーヴィニョン・ブラン

は、華やかでフレッシュな香りが特徴的で、ボルドーの白ワインとは異なる違いもお楽しみ頂けます。

商品名

シャブリ・プルミエ・クリュ・ボールガール

ドメーヌ・ジョルジュはシャブリの中でも南寄りのクルジ村で、元々ブドウ栽培農家として協同組合にブドウを販売していましたが、自家元詰めを本格的に開始をした家族経営のドメーヌで、醸造は、ブドウ本来が持つ繊細さ、
複雑さ、そしてピュアな風味やアロマを残すため、 全てステンレスタンクで造られます。味わいはシャブリらしい酸やミネラル感はもちろん、トロピカルフルーツのような甘い香りとコクが複雑に混じります。



 

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
ドメーヌ・コリン

ヌ・エ・ジャン・ピ
エール・グロッソ

辛口 シャルドネ１００％

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
ジャン・クロード・
エ・ロマン・ベッサ

ン
辛口 シャルドネ１００％

フランス ブルゴーニュ Ｊ.モロー 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

フローラルな香りとミネラルを感じさせる、繊細なスタイル。とくに貝類を使った刺し身や寿司にはピタリとはまります。

プティ・シャブリ

プティ・シャブリAC。花のような香り、グレープフルーツやレモンを想わせる柑橘系の香りが心地よく広がり、まろやかな口あたり、フレッシュ感あふれる爽やかな味わいが特長です。

シャブリ

石灰、火打ち石、完熟柑橘、蜜、塩っぽさを感じる香り。瑞々しくフレッシュな果実味とシャブリらしい酸味のバランスのとれた辛口。

シャブリ

薄いグリーンの光沢をまとう美しいホワイトゴールドの色調。赤桃、バナナ、柑橘系、ほのかにブリオッシュの魅惑的な香り。リッチ、フレッシュ、エレガントがバランス良い口当たり。柔らかさ、
滑らかさの余韻が後々まで残る。ミネラルのノートに溶け込んだ熟れた果実味がストラクチャーの甘みと見事に調和する。

2022年　冬のリカーセレクション

No.089　大人気のシャブリを飲みくらべ！　人気生産者のシャブリ飲みくらべ5本セット

ブルゴーニュ地方の最北に位置する白ワインの銘醸地シャブリ地区。産地ならではのクリーンで凛とした味わいの5本
を集めました。歴史のある造り手から人気銘柄まで、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いただけます。

＜ドメーヌ・ギイ・ロバン＞
シャブリのイメージが変わる、1級・特級の恵まれた畑と伝統的なシャブリのスタイルを受け継ぐ老舗生産者の骨太シャブリです。

＜ドメーヌ・コリンヌ・エ・ジャン・ピエール・グロッソ＞
「メイユールヴァンドフランス」にて近隣の一級畑と遜色ないテロワールであり驚異的なスタンダードシャブリと絶賛される１本。

＜ビヨー・シモン＞
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。

＜ジャン・クロード・エ・ロマン・ベッサン＞
ジャン・クロードは自身の目指すワインのスタイルを「フィネス、フローラルさ、ミネラル感」といっており、事実、どのキュヴェもシャブリのエッセンスが

詰まった、フローラルな香りとミネラルを感じさせる、繊細なスタイルです。

＜Ｊ.モロー＞
シャブリ最古のワイン商、ジャン・ジョセフ・モローが1814年に設立したJ.モロー社。伝統的で純粋なシャブリを尊重することをミッションとしながらも、

いち早くステンレスタンクでの醸造を取り入れるなど、シャブリの特性を生かしたワイン造りへの意欲は、古いしきたりにこだわることはありません。

商品名

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。



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 プロヴァンス
ヴィニョブルエコン
パニ

- 辛口
グルナッシュ、サン

ソ―
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

- 辛口
シラー70％、グル

ナッシュ30％

フランス ボルドー ジネステ - 辛口
カベルネフラン

50%、カベルネソー
ヴィニヨン50%

フランス ヴァンドフランス
ヴィニョブルエコン
パニ

- 辛口 グルナッシュ

フランス IGPアトランティック ジネステ - 辛口
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 - 辛口

グルナッシュ
60％、メルロー

20％、シラー20％

フランス ボルドー ジネステ - 辛口
カベルネソーヴィニ
ヨン、メルロー、カ

ベルネフラン
フランス ペリゴール クルールダキテーヌ - 辛口

カベルネソーヴィニ
ヨン

フランス IGPアトランティック ジネステ - 辛口
カベルネソーヴィニ
ヨン、カベルネフラ

ン
フランス コートデュローヌ

ヴィニョブルエコン
パニ

- 辛口
シラー、グルナッ
シュ、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。

マンボー ロゼ ドメーヌ デ ヴィレシェ 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。
淡いピンク色、 新鮮な果物の香り

シトラン ロゼ ペリゴール ロゼ

透明感のある色調。まっすぐな果実味で、フレッシュな味わい。 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。

ピローチ ロゼ ロゼフィーヌ ロゼ

淡いピンクカラー。フローラルでフルーティな表情豊かな香り。 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

ホワイトピーチやシトラスの香り

エクラ ロゼ ヴォワチュレット グルナッシュ ロゼ

淡い光沢のある色、新鮮なラズベリーとグーズベリーの香り。口に含むと、カベルネのタニンのエレガントな滑らかさが感じられ、グレープフルーツの香りを伴った長い余韻
へと続く

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

2022年　冬のリカーセレクション

No.90　フランス製辛口ロゼワイン10本セット

フランス産辛口のロゼワインの詰合せセットです。
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。

商品名 商品名

ロック ダジュール ロゼ シャトーデソス ロゼ

ややオレンジがかったサーモンピンク、白い花やピーチ、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 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 シャルル・スパー 辛口
ピノ・ブラン＆ピノ・

オーセロワ70、リースリ
ング＆ピノ・グリ30

フランス ブルゴーニュ
シャトー・ド・シャ
ミレ

フルボディ ピノ・ノワール100

フランス シャンパーニュ ジャン・ヴェッセル 辛口
ピノ・ノワール

80、シャルドネ20
フランス ボルドー

ブライ・コート・
ド・ボルドー

フルボディ
メルロー60、カベ
ルネソーヴィニヨン

40

フランス アルザス シャルル・スパー 辛口 リースリング100 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 ブルゴーニュ
ドメーヌ・ジャン・
グレイ

辛口 シャルドネ100 フランス コートデュローヌ
シャトー・サンテス
テーヴ・デュショー

フルボディ
グルナッシュ

80％、シラー20％

フランス ボルドー ボルドーA.C. 辛口
ソーヴィニヨン・ブ

ラン100
フランス

ヴァル・ドゥ・ロ
ワール

ルコワントル 中辛口
カベルネフラン、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。

シャトー・ラ・シェーズ カベルネ・ダンジュー・シャトー・ラ・トマズ

ポムロルのボールガールの醸造担当であるヴァンサン・プリウー氏が手掛けるシャトー。
トロピカルフルーツの華やかな果実香に切れの良い酸味が伴なった、和食にも合わせやすいボルドー・セック。

2017年ヴィンテージから完全にビオディナミに転換。チェリーやラズベリーを思わせる赤いフルーツの果実味がチャーミングで
柔らかい甘みが感じられる。若干スパイスの感じも混じる。中華料理との相性抜群。

シャブリ コート・デュ・ローヌ・トラディション

シャブリにおけるビオの第一人者。自然酵母使用。空気圧プレス。常温で12時間のデブルバージュ。
飲み疲れない滑らかでピュアなミネラル、かっちりとした酸を持つシャブリ。ほど良い厚みとともに旨みが広がる。

毎年安定して高いレベルのポテンシャルを発揮している生産者。ブドウは破砕してエグラッペ。伝統的なマセラシオンを行い、
7日～10日間発酵。熟した花梨、チェリーやプラムの香り。フルーティでしなやかでバランスの良い味わい。

僅かにスパイスのニュアンスが混じる。

リースリング カオール・シャトー・ピネレ

時間をかけて圧搾し、最初は低温でゆっくり1～3ヶ月間発酵後シュール・リーしながら3月まで熟成。
シトラスなど柑橘系の香りとトロピカルなニュアンスが混じる。スッキリとフルーティでミネラリーな香りが空気を含ませると

白桃や洋ナシのイメージに変わり、最後にはパイナップルなどの熟したエキゾチックフルーツの印象が残る。

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。

17世紀から続くメルキュレを代表するドメーヌ。現在はニュイ サン ジョルジュのドメーヌ デ ペルドリも持つドゥヴィラール家が所有。
100％エグラッペ(除梗）。アルコール発酵中にピジャージュを行うがルモンタージュは行わない。

スタンダードなメルキュレの味わいをはるかに超えた高品質な味わい。スリーズ、シナモン、ナツメグを感じさせる香り、タンニンが優しく溶け込む。

シャンパーニュ・エクストラ・ブリュット シャトー・オー・ムノー

信頼できる自社畑の範囲内で理想的なシャンパーニュ造りに使命をかける家族生産者。熱烈な親日家でもあります。
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。

オーガニックのボルドー。メルローの良さが良く出ており、果実味豊かでバランスの良い味わい。
僅かにオーク樽を感じる。飲み口の良い、コストパフォーマンスに優れた安定した品質に定評があるバランスの良いタイプ。

2022年　冬のリカーセレクション

No.091　フランス地域別ハーフサイズのバラエティーワイン10本セット

シャンパーニュにシャブリ、クレマン、ブルゴーニュ赤やボルドー赤など高級感有るワインを含む、フランスの様々な生産地を代表する個性的な魅力あふれるワインをバラエティ豊かに飲みくらべいただけます。
泡、白、ロゼ、赤をバランス良くご用意、飲みきりやすいサイズで毎日の食卓にも気軽に合わせて好みの相性がきっとが見つかります。フランスワインを勉強するのにもピッタリです。

商品名 商品名

クレマン・ダルザス・メトド・トラディショネル・ブ
リュット

メルキュレ

品質の良いジュースを得るため素早くソフトにプレス。6時間かけて圧搾した良いキュヴェを選別。ミネラルやハーブ、
レモンを思わせる爽やかな芳香、はっきりとした気品が感じられる。繊細な泡が長く続くキレのある辛口。アペリティフやデザートに最適。



 

国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像

イタリア ピエモンテ
ポデーリ・オルナ
ティ

フルボディ ネッビオーロ100%

イタリア
トレンティーノ・ア
ルト・アディジェ

カンティーネ・
ディ・オーラ

フルボディ ラグレイン100%

イタリア
エミリア・ロマー
ニャ

トッレ・フォルネッロ ミディアムボディ ピノ・ノワール100%

イタリア トスカーナ ラヴァッツィ フルボディ
サンジョヴェーゼ90%、

カナイオーロ10%

イタリア プーリア ボッカンティーノ フルボディ ススマニエッロ100%

イタリア プーリア アルベルト・ロンゴ フルボディ プリミティーヴォ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。

テッラ・ヴェッキア　ラミア　プリミティーヴォ

名醸造家・故ジャコモ・タッキス氏の弟子をコンサルタントとして招き、南イタリアでは稀に見る近代的な改革を行ったワイナリー。熟度の高いブドウを用いているのでアルコール度数は15.5%まで上り、ス
テンレスタンクながらしっかりとした飲み応えを感じさせます。品種本来が持つ南国の豊かな果実味と渋味を存分に引き出しています。

ボリオーゾ　キアンティ・リゼルヴァ

ラヴァッツィはトスカーナの家族経営生産者で、オーナーとその妻、息子、娘たち一家総出で営んでいます。イタリアを代表する赤ワインであるキアンティの、熟成期間が長いリゼルヴァタイプ。12か月の木
樽熟成により、重厚な味わいに仕上がっています。ボリオーゾは「傲慢な」という意味。

ススマニエッロ　サレント

一度絶滅しかけた古代品種。一時は栽培者がいなくなった後、放置されていた畑から戻され、徐々に栽培者が増えて復活。スパイシーで濃い果実味がありながら、渋味は柔らかくこなれています。優しいフル
ボディなので日々の食卓に合わせやすいです。

ラグレイン　アルト・アディジェ

アルト・アディジェはイタリアの北端で、神聖ローマ帝国やオーストリア・ハンガリー帝国の領土だった経緯からドイツ語も公用語となっており、このワインにもイタリア語とドイツ語が両方書かれていま
す。ラグレインはこの地域の土着品種で、DNAを解析するとシラーと親同士が兄弟(=いとこ)という親戚関係にあることが分かりました。濃厚な赤いベリーと木樽由来のカカオの甘味あるニュアンス。タンニ
ンは滑らかで、果実の濃さが際立つ、柔らかい口当たりの辛口です。

ムジカ　ピノ・ノワール

ムジカ＝音楽と名付けられた、バイオリンのエチケットが印象的なピノ・ノワール。良く熟した状態からさらにやや遅摘みにすることでブドウを樹上で軽く乾燥させ、凝縮度を高めています。華やかでしっか
りと濃い果実味がありつつ、甘ったるさはなく、程良い酸味で、ピノ特有のタンニンの柔らかさが良く表れています。ほのかなスパイシーさがイタリア的で、カカオとベリーの余韻が心地よく、充実した飲み
口です。

2022年　冬のリカーセレクション

No.092　イタリアワイン専門インポーターが選ぶ、バローロ入り冬のイタリア赤ワイン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」の林修氏が選ぶ、冬に愉しみたいワインセットです。
イタリアは全州でワイン造りが行われているワイン大国。海に囲まれた半島で、山脈も通り、各地で土着品種を中心に様々なぶどうが栽培されています。

今回は、イタリアを代表する高級赤ワインの代表格バローロや、熟度の高い人気のピノ・ノワールなど、生産者たちのこだわりが活きるラインナップです。
バローロは初登場となる家族経営生産者。フルボディの「イタリアワインの王様」は冬にぴったり。塊肉のステーキがおすすめ。

ラグレインはイタリアの北端アルト・アディジェの珍しい土着品種。カカオのような濃厚さとまろやかは、サツマイモやカボチャなど甘味ある食材に合わせ
て。

ムジカは「音楽」の意味。熟度の高いピノ・ノワールが果実味豊かなハーモニーを奏でる1本。渋味が柔らかなので、マグロや焼鳥のタレと好相性。
ボリオーゾは「傲慢な」という意味。キアンティらしからぬ樽が効いた重厚・濃厚な味わい。デミグラスソースのハンバーグやミートソースなど、挽肉系で。
ススマニエッロは一度絶滅しかけたプーリアの古代品種。スパイシーさがありつつ、角の取れた飲みやすいフルボディ。醤油みりんの煮しめやトマト系パスタ

など。
テッラ・ヴェッキア　ラミアは一流醸造家が手掛ける南の赤。アルコール15.5%のパワーがあるプリミティーヴォ。青椒肉絲や麻婆豆腐など中華と合います。

商品名

バローロ

古くから「イタリアワインの王様」と呼ばれるバローロは、ワイン名でありエリア名です。家族経営の小規模な生産者の代表作。伝統的な大樽で2年間熟成。透明度の高いガーネット色、それに相反する溢れ
んばかりの香りと渋味のボリューム、果実味のある余韻が長く続きます。



国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像 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 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 ボジオ - ミディアムボディ ピノ・ネロ イタリア ラツィオ ファレスコ - ミディアムボディ
サンジョヴェーゼ、
モンテプルチアー

ノ、 メルロー

イタリア ヴェネト
カンティネ・
ピローヴァノ

- ミディアムボディ カベルネ・
ソーヴィニヨン

イタリア アブルッツォ
カンティネ・ピロー

ヴァノ
- ミディアムボディ モンテプルチアーノ

イタリア トスカーナ ポッジョ・ボネッリ - ミディアムボディ
サンジョヴェーゼ、
メルロー、 カベル

ネ・ソーヴィニヨン
イタリア プーリア

カンティネ・ピロー
ヴァノ

- フルボディ プリミティーヴォ

イタリア トスカーナ
カンティーネ・ベッ

リーニ
- ミディアムボディ サンジョヴェーゼ、

メルロー
イタリア シチリア フィッリアート - ミディアムボディ ネロ・ダーヴォラ、

メルロー

※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。

キアンティ　カルロ・ベッリーニ エンポリオ・ロッソ

カルロ・ベッリーニは現ワイナリーの創立者。このワインは彼が一番好きな伝統的なキャンティの味わいです。
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です。

シチリアの土着品種、ネロ・ダーヴォラ。
豊かなタンニンと力強さがあり、リッチでバランスの良い赤ワインです。

キアンティ　ヴィッラキージ コッレツィオーネ プリミティーヴォ

チェリーなどの赤系果実やスミレ、ペッパーの豊かなアロマ。
果実味あふれるソフトな口あたりで、洗練されたタンニンといきいきとした酸のバランスの良いフルーティな赤ワインです。

イタリア南部と言えば外せない品種、プリミティーヴォ。
ダークチョコレートの香りに包まれ、口当たりは柔らかく、複雑味のあるフルボディタイプの赤ワインです。

コッレツィオーネ　カベルネ　アパッシーテ サッビオーネ モンテプルチアーノ・ダブルッツォ

カシス、ブラックチェリーなど黒系果実の熟れた香りに、ドライフルーツ、コーヒー、甘いスパイスなどの香りが広がりスモーキー。
陰干しブドウで造る、濃縮した果実味に丸味のある酸味とタンニンの余韻が続く、ボリューム感溢れる赤ワイン。

イタリアの定番葡萄品種「モンテプルチアーノ」100％、その品種の特徴をしっかりと感じさせる、
果実味豊かでやわらかな口当たりのバランスの良い、フレッシュで飲みやすい赤ワインです。

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。
ワインの為に生きているといっても過言ではない、世界で活躍するリカルド・コタレッラ氏の手が返るテーブルワイン。

ベルコッレ　ピエモンテ　ピノ・ネロ エト・メ！

華やかなアロマと柔らかい果実味が楽しめる、上品でバランスの取れたピノ・ネロ（ピノ・ノワール）です。
イタリア中部にあるラツィオで造られる、エト・メ！。

柔らかい口あたり、エレガントな酸、心地良い果実味と適度なタンニン、バランスが秀逸な赤ワイン。ラタトゥイユなどのトマトベースのお料理との相性抜群。

2022年　冬のリカーセレクション

No.093　大人気の『バローロ』が入ったイタリア周遊赤ワイン10本セット

イタリアの偉大なるワイン「バローロ」入り！北から南までイタリアの銘醸地8州を旅行している気分に浸れるお得な赤ワインセットです。
北はピエモンテ、南はシチリアまで南北１０００km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。イタリアワインの王様と称されるピエモンテ州のバローロ、オーガニック認証を獲得したエミリア・ロマーニャ州の自然派ワイン、
トスカーナ州を代表するキアンティ2種を飲み比べ、ウンブリア州とラツィオ州からは2人の天才醸造家が手掛ける真のエレガンス、プーリア州の濃厚コスパワイン、

イタリアの土着品種と国際品種を見事に融合した革新的ワイン等々、イタリア各州の個性溢れる赤ワインを存分にご堪能頂けます。

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。



mi

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

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 ピノ・ノワール フランス ラングトック バテ・クレモン NV ミディアムボディ ピノ・ノワール

イタリア ピエモンテ ボジオ NV ミディアムボディ ピノ・ノワール 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

ドイツ ナーエ
ジョセフ・ドラーテ
ン

NV 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 Ｅ&Jガロ NV 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
フォレストヴィル･
ヴィンヤード

NV ミディアムボディ ピノ・ノワール フランス ロワール
マルキドゥグーレー
ヌ

NV 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 ミディアムボディ ピノ・ノワール ハンガリー
ヘンケル＆カンパ
ニー

NV 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。

VSE　 ピノ・ノワール　レセルバ タリスマン　ピノノワール

豊かな果実味にスパイス感を伴い、余韻に続くチャーミングな酸とシルキーなタンニンの調和が取れた、心地よい味わいのワイン。 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、厚みのある味わいです。

 フォレストヴィル ピノ・ノワール マルキ　ド　グーレーヌ　ピノ・ノワール

熟したフルーツの豊かな果実味と程良い酸味とおだやかなタンニンがバランス良く調和した赤ワイン。
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。

ピノ・ノワール　ナーエ ティズデイル　ピノ・ノワール

ブラックペッパー、マッシュルーム、オレンジピールの香りにまろやかなタンニン。ベルベッティな口当たりで余韻が長い。 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。

美しいルビー色を基調とし、香りは、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。

ベルコッレ　ピエモンテ　ピノ・ネロ
ジャン・クロード・ボワセ　ブルゴーニュ　ピノ・ノワー

ル

イタリアの銘醸地ピエモンテで造る、エレガントで芳醇なピノ・ノワール。 フレンチオークで16ヶ月熟成。外観は明るいルビー色で、熟したチェリーなどの香りがあります。熟したタンニンとミネラルを感じられるワインです。

2022年　冬のリカーセレクション

No.094　世界のピノ・ノワール　飲みくらべ赤ワイン　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、ドイツ、アメリカ、チリ、ハンガリー、南アフリカ、イタリア世界７カ国から集めた１０酒類のピノ・ノワールをご堪能ください。

商品名 商品名

バランス　ワインメーカーズ・セレクション　ピノ・ノ
ワール

レ・ジャメル　ピノ・ノワール

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。



mi

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
ドメーヌ・マレ
ショード

NV 辛口 シャルドネ イタリア アルト・アディジェ ノシオ NV 辛口 シャルドネ

フランス ラングドック LGI NV 辛口 シャルドネ フランス ラングトック バデ・クレモン NV 辛口 シャルドネ

イタリア
エミリア・ロマー
ニャ

カンティネ・スガル
ツィ

NV 辛口 シャルドネ チリ
ヴィニャ・カサブラ
ンカ

NV 辛口 シャルドネ

フランス ラングドック ソーヴィニュロン NV 辛口 シャルドネ アルゼンチン メンドーサ ペニャフロール NV 辛口 シャルドネ

南アフリカ 西ケープ オーバーヘックス NV 辛口 シャルドネ イタリア アルト・アディジェ ノシオ 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。

バランス　ワインメーカーズ・セレクション　シャルド
ネ

テッレ・デル・ノーチェ　シャルドネ

リッチで熟したトロピカルフルーツの味わい。樽香も感じ、最後に苦味、スパイスを感じさせる白ワイン。
エレガントでフルーティ。リンゴのニュアンスやアプリコット、メロン、レモンなど、たっぷりのフルーツを思い浮かばせます。バランスが良く骨格のしっかりしたワイン。ドラ

イで洗練された味わいです。

アンリ・ノルドック　シャルドネ サンタ・アナ　クラシック　シャルドネ

口当たりはソフトで複雑さがありフレッシュで生き生きとした味わいのシャルドネ。 輝きのある黄緑色の色調で、パイナップルやバナナのようなトロピカルフルーツのアロマを感じられる。口当たりが良く、バランスの取れた余韻のワイン。

スガルツィ・ルイージ　シャルドネ・オーガニック セフィーロ　シャルドネ

果実の甘みが感じられるやさしい口当たり。フレッシュで酸がとてもエレガント。たいへんバランスのよい白ワイン。 輝きのある黄色。パイナップルやバナナなどのトロピカル系フルーツの複雑なアロマがあり、口中にもトロピカルフルーツのフレッシュな味わいが続きます。

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。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。

エスカル　シャルドネ レ・ジャメル　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。 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、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。

2022年　冬のリカーセレクション

No.095　世界のシャルドネ　飲みくらべ　白ワイン　１０本セット

フランス、イタリア、チリなど世界各国から、高級品種としても知られる10本のシャルドネをセレクトしました。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頂けるセットです。

商品名 商品名

ブルゴーニュ・シャルドネ ヴィエイユ・ヴィーニュ メッツァコロナ　プレステージ　シャルドネ

樹齢30年～40年の古木から造られるシャルドネ。心地良い酸とコクのある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 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＆ルーシヨ

ン
ドメーヌ・

ポール・マス
- 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
デリカート・ファ

ミリー・
ヴィンヤーズ

- フルボディ
カベルネ・ソー

ヴィニヨン
１００％

イタリア シチーリア
フェウド・
アランチョ

- ミディアムボディ
カベルネ・ソー

ヴィニヨン
１００％

チリ
セントラル・ヴァ

レー
ビーニャ・

デル・ペドリガル
- フルボディ

カベルネ・ソー
ヴィニヨン
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

- ミディアムボディ
カベルネ・ソー

ヴィニヨン
１００％

ルーマニア ムンテニア
ヴィル・

ブドゥレアスカ
- フルボディ

カベルネ・ソー
ヴィニヨン
１００％

ブルガリア ドナウ・プレーン ボロヴィッツァ - ミディアムボディ
カベルネ・ソー

ヴィニヨン
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・
ワインズ

- フルボディ
カベルネ・ソー

ヴィニヨン
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。

カベルネ・ソーヴィニヨン リンカーン・エステイト　カベルネ・ソーヴィニヨン

ブルガリア北西部、セルビアとの国境近くで造られるカベルネ・ソーヴィニヨン。森林を想わせる爽やかな香りに、いきいきとしたブルーベリーの果実味を感じる滑らかな赤ワイ
ン。

深みのある黒果実のアロマ。ブルーベリーや心地良いスパイスのフレーバーがビロードのようなタンニンとバランス良くまとまります。

ロベティア　カベルネ・ソーヴィニヨン ヴァイン・イン・フレイム　カベルネ・ソーヴィニヨン

有機栽培ブドウを100％使用したリーズナブルなカベルネ・ソーヴィニヨン。完熟ブルーベリーを想わせるいきいきとした果実味と程よく感じるボディが魅力の赤ワイン。 カシスやブラックベリー、爽やかな新緑のような香りに、黒コショウのニュアンス。酸は心地よく、しっかりとした果実味にまろやかなタンニンが感じられる。

1924年よりブドウ畑を開墾したデリカートによる禁酒法時代に造られたワインへのオマージュシリーズ。バーボン樽で熟成させたスパイシーで濃厚なカベルネ・ソー
ヴィニヨンです。

フェウド・アランチョ　カベルネ・ソーヴィニヨン デル・スール　カベルネ・ソーヴィニヨン

プラムやカシスのような果実のアロマにカベルネ・ソーヴィニヨン特有のハーブとスパイスのニュアンスが漂います。滑らかでふくよかなタイプ。ジューシーな果実味が魅力で
す。

ブラックチェリーやベリーの果実味がモカを想わせる香りと上品に混ざり合います。カシスのアロマも広がり、ソフトで上質なタンニンを持つチリの魅力が溢れるカベ
ルネです。

2022年　冬のリカーセレクション

No.096　世界8カ国からカベルネ・ソーヴィニヨン赤ワイン8本セット

世界8カ国のカベルネ・ソーヴィニヨンで造られたワインを集めました。今回は、フランス、イタリア、スペイン、ルーマニア、南アフリカ、オーストラリア、アメリカ、チリの8カ国をお楽しみ頂けます。赤ワイン用の品種の中でも人気
のある品種の一つで、若い時は力強いタンニンを持ち、熟成によって繊細でまろやかな味わいへと変化していきます。また育てられる国や、土壌によって異なる味わいを表現します。酸味や渋み、果実味など、一口にカベルネ・ソーヴィニ

ヨンと言ってもどれも異なる特徴を持っています。ぜひお好みの国を探したり、普段飲まない国の味わいを発見したりするなど、お楽しみ下さい。

商品名 商品名

ラ・フォルジュ・エステイト　カベルネ・ソーヴィニヨ
ン

１９２４　バーボン・エイジド　ダブルブラック
　カベルネ・ソーヴィニヨン

厳選したカベルネ・ソーヴィニヨン種のみを使用し、オーク樽で熟成させたワインです。芳醇な味わい、重厚でしっかりとしたボディが特徴です。



 

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 シュロスアラス NV 辛口 リースリング

ドイツ モーゼル
ザンクトニコラウス
ワインクラブ

トル 中辛口 リースリング

ドイツ ファルツ
フリードリッヒ・ベッ
カー

トル 辛口 リースリング

ドイツ モーゼル ドクター・ローゼン トル 辛口 リースリング

ドイツ ファルツ
ウングシュタイン・
ホーニッヒゼッケル

トル 辛口 リースリング

ドイツ ファルツ ゲルト・ステップ 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。

【リカーセレクションオリジナル】　ステップ　リースリング

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の自信の1本です。

ドクター・ローゼン　リースリング　トロッケン

世界中に名を馳せるリースリングのカリスマドクター・ローゼンの元詰めスタンダード。中部モーゼルの様々な粘板岩土壌の優良畑の自根のぶどうを使用。ステンレスタンクでの発酵・熟成。レモンやライム
を思わせる果実味に、冷涼なモーゼルならではのエレガントなボディと長い余韻を持つ。

【リカーセレクションオリジナル】　ファルツ　リースリング

ステンレスタンクでの熟成。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、ほんの少し苦みを感じる複雑さで、食事との相性抜群。

ミケ　リースリング

エチケットはドイツを旅する日本生まれのミケの物語。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。

ベッカー　リースリング　グーツワイン

アルザスとの国境に位置する複雑な歴史背景を持つ醸造所。ステンレスタンクと、一部を大樽での熟成。ライムのような爽やかな果実味と、シャープな酸。透明感のあるミネラル。石灰岩土壌のミネラルを反
映し、モーゼルやラインガウのリースリングと一味違うリースリングワイン。

2022年　冬のリカーセレクション

NO.097　リースリングファン必見！三越伊勢丹限定ワイン含む　ドイツ製辛口リースリング6本セット

リースリング王子として活躍中の山野高弘厳選！リースリングの母国ドイツ産の「白ワインの女王」リースリングの魅力をご堪能ください。
産地、土壌、生産者による違いなどが飲み比べいただけます。

このセットでしか味わえない限定入荷のオリジナルリースリングやスパークリング(ゼクト)も入った、スペシャルな6本セット。
冷涼産地ならではの、エレガントできりっとした酸味と豊かなミネラル感、ピュアな果実味の辛口リースリングは食材との相性も良く、

飲み飽きることがありません。

商品名

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のスパークリングワイン。2023年はウサギ年‼ぴょんと跳ねて飛躍
の年に。



 

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 その他 ビコーズ NV 辛口 リースリング100％

フランス 南西 ユビー 2021 辛口 ソーヴィニヨンブラン100％

アメリカ ロダイ マイケルデイヴィッド 2020 辛口 シャルドネ100％

イタリア ヴェネト ジー二 2021 辛口 ガルガーネガ 100％

オーストリア ニーダエストライヒ ヴェスリ 2021 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。

ソアーヴェ・クラッシコ

リンゴとピンクグレープフルーツのソルベ、レモンライムのアロマに、ハチミツを含むような甘やかな白い花々のヒント。
そこにアーモンドのニュアンスが加わり、ピュアでありながらも複雑味がある。ジーニの畑を最大限に表現した1本。

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。

ナンバー・ワン

フランス南西部のガスコーニュ地方で作られるソーヴィニョン・ブラン100%。新鮮なピーチと梨の香りが芳醇に感じられ、味わいはまろやかで繊細。

フリークショー・シャルドネ

フレッシュなシトラスに熟したリンゴ、砂糖漬けの洋梨が混ざり合 ったジューシーな味わい。
オーク由来のバニラ、ナツメグ、バター のヒントが豊かな果実味とともに口いっぱいに広がる。飲みごたえのあるリッチでフルボディなシャルドネ。

2022年　冬のリカーセレクション

No.098　各国を代表する白ワイン品種飲みくらべ5本セット

白ワインの人気ナンバーワンのシャルドネを筆頭にソーヴィニヨン・ブラン、リースリング、ガルガネーガ、グリューナー・フェルトリーナーの品種を飲みく
らべいただけるセットです。アロマティックなスタイルから辛口ワインまでさまざまな品種の個性を味わえます。

＜ビコーズ＞ぶどうの産地・品種の特徴を引き出して個性を楽しめるワインを世界中からセレクトしているワインシリーズ。
＜ユビー＞フランス国内で売上本数ナンバーワンガスコーニュ生産者。

＜マイケルデイヴィッド＞全米不動の人気まで登り詰め、今後更なる展開に大注目。一度見たら忘れられない斬新なラベルと味わいで全世界を魅了する。
＜ジー二＞歴史とテロワールの圧倒的優位性を持ち、３大ソアーヴェの一角に数えられる生産者。

＜ヴェスリ＞自然なぶどう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

アイム リースリング フロム ドイツ

最良の土地で育った香り高いリースリングから生まれた、ピュアですっきり爽やかな辛口。青リンゴや白桃、スターフルーツ、レモンの香りが楽しめます。



国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像 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/
カーネロス

マホニー・
ヴィンヤード

ﾄﾙ 辛口 シャルドネ アメリカ
カリフォルニア/カー
ネロス

マホニー・
ヴィンヤード

ﾄﾙ ミディアムボディ ピノノワール

フランス ブルゴーニュ モーペルテュイ ﾄﾙ 辛口 シャルドネ フランス ブルゴーニュ メゾン・トラミエ ﾄﾙ ライトボディ ピノノワール

チリ テラ・マター ﾄﾙ 辛口
ソーヴィニヨン・ブ

ラン
イタリア ヴェネト カ・ボッタ ﾄﾙ フルボディ

カベルネ・ソーヴィ
ニョン

ニュージーラ
ンド

テ・マニア・
ワイナリー

ﾄﾙ 辛口
ソーヴィニヨン・ブ

ラン
チリ

ヴィーニャ・
フレイレオン

ﾄﾙ ライトボディ
カベルネ・ソーヴィ

ニョン

※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。

テ　マニア　ソーウ゛ィニヨンブラン マティナル　カベルネ　ソーウ゛ィニヨン

パッションフルーツや柑橘系の爽快な果実味に、ミネラル感がバランスよく溶け込んだフレッシュな白ワイン。 芳醇な果実の味わいと心地よいスパイスの風味が絶妙。普段飲みに最適な飲みやすい味わい。

テラマター　パソ　デル　ソル　ソーウ゛ィニヨンブラ
ン

カ　ボッタ　カベルネ　ソーウ゛ィニヨン

華やかかつ爽やかな風味と味わいが口いっぱいに広がる白ワインです。 陰干しワインの名手がカベルネ・ソーヴィニヨンで魅惑的なワインを造りました。ほんのり感じるドライフルーツのような甘やかな香りとコクが素晴らしい１本。

銘醸地カーネロス産のピノノワールをフレンチオークで熟成させた深みのある味わい。

シャブリ
トラミエ　ブルゴーニュ　ピノ　ノワール　ルージュ　ラ

ミネ　２０２０

豊かなミネラル感と白桃のような果実の香りが特徴。シャブリらしい爽やかな酸が心地よい１本です。 ピノ・ノワールの銘醸産地「ブルゴーニュ」産。上品な酸味と、程よい渋みのバランスが絶妙です。

2022年　冬のリカーセレクション

No.099 カリフォルニアのシャルドネ、ピノ含む！人気4ぶどう品種 飲みくらべ赤・白ワイン8本セット

人気のワイン品種、シャルドネ、ソーヴィニヨン・ブラン、ピノ・ノワール、カベルネ・ソーヴィニヨンの4品種を飲みくらべできる8本セット。

シャルドネとピノ・ノワールは、カリフォルニアを代表する銘醸産地である「カーネロス」やフランスを代表する銘醸産地「ブルゴーニュ」から、
ソーヴィニヨン・ブラン種は同品種の人気産地ニュージーランド、カベルネソーヴィニヨンは陰干しぶどうも使った、ユニークな造りの１本をご用意しました。

人気４品種の飲みくらべをお愉しみください。

商品名 商品名

フルール　カーネロス　シャルドネ フルール　カーネロス　ピノノワール

銘醸地カーネロス産のシャルドネを贅沢にフレンチ、オークで熟成した飲みごたえのある味わい。



国 地域 生産者名 ビンテージ 味わい セパージュ 画像 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 モン・ピエール ライトボディ シュナンブラン アメリカ カリフォルニア
ペッパーウッド・グ

ローヴ
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
カリフォルニア・

ルーツ
ライトボディ ピノ・グリージョ アメリカ カリフォルニア

コッポラ・ロッソ＆
ビアンコ

フルボディ
ジンファンデル,カベ
ルネ・ソーヴィニヨ

ン

アメリカ カリフォルニア
ドメーヌ・セント・

ジョージ
ミディアムボディ シャルドネ

アメリカ カリフォルニア
スモーキング・ルー

ン
ミディアムボディ バルベーラ

アメリカ カリフォルニア
サイクルズ・グラ

ディエーター
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
ティー・エヌ・

ティー
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。

ジンファンデル エステート・グロウン ロダイ

まるでフルーツ爆弾。カリフォルニアで1番ジンファンデルの畑を持つ人気ワイナリー。

ピノ・ノワール カリフォルニア

受賞した星の数多数。果実味とエレガントさのバランス抜群のピノ。

スティールバード ロゼ カリフォルニア

ストロベリーやプラムの華やかなロゼワイン。冷やすとラベルの色が変わります！

シャルドネ カリフォルニア

柑橘やパイナップル、リンゴ等の爽やかな香りにほのかに樽を感じるバランスの良さ

生産者の自信作。3種類のオーク樽で熟成した重厚なカベルネ。

ピノ・グリージョ カリフォルニア ロッソ カリフォルニア

100%自社畑のブドウを使用。柑橘とトロピカルな果実に華やかなアロマが魅力。 コッポラ家のハウスワイン。毎日飲んでも飲み飽きない絶妙なバランスの赤ワイン。

2022年　冬のリカーセレクション

No.100カリフォルニア産品種飲みくらべバラエティーワイン8本セット

カリフォルニアの個性豊かな人気ワインを品種別に集めました。
カリフォルニアの太陽を感じるフレッシュフルーティで爽やかなシュナンブラン主体の＜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、

100%自社畑のぶどうを使用し柑橘とトロピカルな果実に華やかなアロマが魅力の＜カリフォルニアルーツ＞ピノ・グリージョ、パイナップルやリンゴの爽やかな香りに、ほのかに樽を感じるバランスの良い＜セント・ジョージ＞ シャルドネ、
冷やすとラベルの色が変わる見た目も楽しい華やかな＜スモーキング・ルーン＞ロゼ、受賞した星の数多数でレストランのソムリエにも大人気の＜サイクルズ・グラディエーター＞ピノ・ノワール、

まるでフルーツ爆弾のような果実味たっぷりの＜T.N.T＞ジンファンデル、生産者の自信作で3種類のオーク樽熟成をした重厚な＜ペッパーウッド・グローヴ＞カベルネ・ソーヴィニヨン、
コッポラ家のハウスワインをモデルにした毎日飲んでも飲み飽きない絶妙なバランスの＜コッポラ・ロッソ＆ビアンコ＞のロッソ　カルフォルニアの個性豊かな８本を揃えました。

商品名 商品名

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

ピノ・ノワール カリフォルニア

カリフォルニアの太陽を感じる、フルーティで爽やかな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 国 地域 生産者名 ビンテージ 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
ミディアムボディ タナ ウルグアイ

コリナス・デ・ウル
グアイ

ﾄﾙ 辛口 ソーヴィニヨン・
ブラン

オーストラリア
カラブリア・
ファミリー・

ワインズ
ﾄﾙ フルボディ シラーズ イタリア シチリア トーラ ﾄﾙ 辛口 カタラット

フランス
シャトー・ラ・

グラーヴ
ﾄﾙ ミディアムボディ メルロ スペイン ガルシア・カリオン ﾄﾙ 辛口 シャルドネ

チリ
ヴィーニャ・
フレイレオン

ﾄﾙ ライトボディ ピノ・ノワール フランス ロワール
ドメーヌ・ド・ラ・
ジュスリニエール

ﾄﾙ 辛口 ミュスカデ

イタリア ヴェネト カ・ボッタ ﾄﾙ フルボディ カベルネ・
ソーヴィニョン

フランス ペール・ギヨ ﾄﾙ 辛口 ヴィオニエ

※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。

カ　ボッタ　カベルネ・ソーウ゛ィニヨン ペール　ギヨ　ウ゛ィオニエ

パワフルな印象とドライフルーツのような濃縮感が見事に調和した味わいです。 収穫の時期を見極め、酸味と果実味のバランスが取れた味わいに仕上げています。

マティナル　レセルウ゛ァ　ピノ　ノワール 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

果実味の中にほんのりと感じるスパイスやハーブの風味が余韻を引き立たせます。 ミネラル感と豊かな旨味がたっぷりと詰まった味わいに仕上がっています。

ドメーヌ　ラ　グラーウ゛　メルロー オペラ　プリマ　シャルドネ

完熟ぶどうの豊かな果実味が感じられます。優しい渋みと華やかな香りが特徴の赤ワインです。 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。

パッションフルーツやグレープフルーツのような、爽やかでフレッシュな果実味に溢れた白ワイン。

リッチランド　ザ　ブラック　シラーズ トーラ　カタラット

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な味わいです。 すっきりとした味わいでシトラスのような爽やかな風味が気持ち良い1本。

2022年　冬のリカーセレクション

No.101　6カ国から10品種飲みくらべ赤・白ワイン10本セット

世界各国で造られるぶどう品種を飲みくらべできるセットです。
白は、王道品種のシャルドネやソーヴィニヨン・ブラン、イタリアの地場品種で爽快な味わいのカタラット、すっきり爽やかなミュスカデにアロマティックに富んだヴィオニエ種をお愉しみいただけます。

赤は、カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロの人気品種に、濃厚な味わいのシラーズ、上品な味わいのピノ・ノワール、タンニンしっかりのタナをご用意しました。
 今注目の南米の産地「ウルグアイ」で造られる赤白ワインや、陰干しで造られる珍しいイタリア産カベルネソーヴィニヨン、フランス産の芳醇ヴィオニエなど、バラエティに富んだ10本セットです。

商品名 商品名

コリナス　デ　ウルグアイ　タナ コリナス・デ・ウルグアイ　ソーウ゛ィニョン・ブラン

ウルグアイ主要品種タナ種の濃厚な果実とスパイスの風味のを楽しめます。



 

都道府県 生産者名・蔵名 味わい 品種（酒米・芋） 画像

栃木 せんきん 中口 山田錦

長野 大信州酒造 辛口 国産米

埼玉 神亀酒造 辛口 国産米

神奈川 泉橋酒造 中口 山田錦

滋賀 笑四季酒造 中口 玉栄

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。

いづみ橋　黒とんぼ　生もと純米酒

深みのある旨みと洗練された上質さを併せ持つ味を実現。冷やして味わうと繊細さやきめ細やかな酸が際立ち、燗にすれば豊かな旨みがさらに膨らみま
す。

笑四季　純米　センセーション　黒ラベル　火入

爽やかでフレッシュな香りとふくよかな味わい、軽快な切れ味が楽しめます。スパイスの効いたエスニックや欧風料理など幅広く食事に合わせられま
す。

大信州　辛口特別純米酒

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。

神亀　純米酒

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。

2022年　冬のリカーセレクション

No.102　伊勢丹新宿店売れ筋銘柄 6本セット

伊勢丹新宿店自慢のセレクト！
伊勢丹新宿店売れ筋銘柄の日本酒の6本セットです。長野や山口など全国6酒蔵から集めました。

日本酒好きが納得する味わいを飲みくらべてお愉しみください。

商品名

モダン仙禽　無垢　（生）

エレガンスな香り、美しくスマートな酸、そして圧倒的な透明感。白ワイングラスで飲んでいただくと、より贅沢に味わうことができます。



 

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

岐阜 中島醸造 やや辛口 ひだほまれ

兵庫 山陽盃酒造 中口 山田錦

高知 酔鯨酒造 中口 吟の夢

神奈川 大矢孝酒造 中口 出羽燦々

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。

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。

残草蓬莱　純米吟醸　Queeen　生原酒

旨みがありながら、程よく酸味もあり爽やかに楽しめる。白身魚のカルパッチョなど洋食との相性も抜群。

小左衛門　純米吟醸　ひだほまれ

軽やかで優しい旨味、味わいにクセが少なく飲みやすい。透明感のあるスッキリタイプのお酒です。

播州一献　純米吟醸　山田錦

柔らかな風味と、滑らかな舌触りが特徴。程よい「酸」が輪郭を整え、飲んだ後も幸せな余韻に浸れるお酒です。冷酒、熱燗、常温、ペアリングなど幅
広い場面で楽しめます。

2022年　冬のリカーセレクション

No.103　伊勢丹新宿店売れ筋 純米吟醸6本セット

人気酒蔵の純米吟醸を飲みくらべ！
伊勢丹新宿店売れ筋の純米吟醸酒を6本セレクトしました。きりっとした飲み口からすいすいと杯が進むやわらかなもの

まで幅広くご用意しました。鍋や焼き物など、冬の料理にもよく合う日本酒をお愉しみください。

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

秋田県 天寿酒造 やや辛口 美山錦

宮城県 一ノ蔵 甘口 ササニシキ

東京都 小澤酒造 やや辛口 こしいぶき

岐阜県 平瀬酒造店 辛口 ひだほまれ

京都府 玉乃光酒造 やや辛口 美山錦

愛媛県 梅錦山川 辛口 五百万石

※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。

梅錦　新酒しぼりたて生酒 蔵開

立ち上がるふくよかな香り、口の中で弾ける爽やかな味わい。しぼりたて原酒ならではの力強い旨味。

久寿玉　しぼりたて 純米生原酒

フレッシュで甘く華やかな香りと、しぼりたての爽やかな酸味、原酒ならではの米の旨味が感じられます。

玉乃光　純米吟醸　しぼりたて 生原酒

滋賀県伊吹山麓で有機肥料栽培された「美山錦」で醸しました。しぼりたてのフレッシュな味と香り。

一ノ蔵　特別純米生原酒しぼりたて

原料米に「ササニシキ」を使用。しぼりたてのフレッシュな香味に、「ササニシキ」の上品な甘味が調和したお酒。

澤乃井　純米生原酒しぼりたて

本数限定の新酒生原酒。純米酒ゆえの米の旨味と出来立ての新鮮さをお楽しみください。

2022年　冬のリカーセレクション

No.104　季節のしぼりたて6本セット

寒い季節ならではの楽しみ！新米で造った瑞々しい日本酒！
新米で造った新酒の瑞々しい魅力を損なわないように、火入れせずに本生でお届けするのが「しぼりたて」です。

弾けるほど若々しく、荒々しくも軽やかな味わいで、寒いシーズンならではの味わいです。

商品名

天寿　米から育てた純米酒しぼりたて

「ナデシコ酵母」の華やかな香りと、フレッシュさ溢れる酒質。綺麗な飲み口で、米の旨味も楽しめます。



 

都道府県 生産者名・蔵名 味わい 品種（酒米・芋） 画像

鹿児島 白玉醸造 すっきり
黄金千貫／

米麹（国内産）

鹿児島 若潮酒造 まろやか
黄金千貫／

米麹（国内産）

鹿児島 指宿酒造 深みのある
黄金千貫／

米麹（タイ産）

鹿児島 吹上焼酎 華やかな香り
栗黄金／

米麹（国内産）

鹿児島 長島研醸 さらりとした
コガネセンガン／
米麹（国内産）

鹿児島 長島研醸 コクが深い
コガネセンガン／
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。

長期貯蔵　だんだん　25度　芋　720ml

黒麹で仕込み、じっくりと寝かせた焼酎です。ふくよかな甘味と、コクが深い味わいです。コクと香りが引き立つ、お湯割りがお勧めです。「だんだ
ん」とは地元の方言で「ありがとう」の意味です。

風憚　25度　芋　720ml

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。

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。さらりとした軽いのみ口です。ほんのり甘く、芋と麦の二つの香りを
楽しめます。ロックや水割り、炭酸割りがおススメです。

千亀女　25度　芋　720ml

仕込み、貯蔵ともにかめ壺を使用し、昔ながらの木樽蒸留器で蒸留し、貯蔵酒とブレンドした口当たりのやわらかい、まろやかな焼酎です。

薩摩藩　25度　芋　720ml

昔ながらの黒麹を使用し、製法にこだわりました。深みのあるコクと甘さが絶妙です。

2022年　冬のリカーセレクション

No.105　本場の芋焼酎を飲みくらべ　魔王入り！鹿児島産薩摩焼酎飲みくらべ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風味がグラス越しに時の雄大さを知る。華やかに香り立ち、豊かな余韻を残す酒。まさに名門の粋。今宵も受
け継がれるロマンの一滴。



 

都道府県 生産者名・蔵名 味わい 品種（酒米・芋） 画像

鹿児島県 甲斐商店 コクのある
黄金千貫／

米麹（国内産）

鹿児島県 薩摩酒造 爽快な味わい
さつまいも（鹿児島県

産）
米麹（国内産）

鹿児島 知覧醸造 重厚な味わい
紅芋／黄金千貫
米麹（タイ産）

鹿児島 吹上焼酎 スッキリ
コガネセンカン／
米麹（国内産）

鹿児島 吹上焼酎 まろやか
ハマコマチ（鹿児島県

産）
米麹（国内産）

鹿児島 長島研醸 コクのある
コガネセンカン／
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。

さつま島美人金箔入り　25度　芋　1800ml

さつま島美人に金箔を入れた年に一回発売の商品です。正月はもちろん、様々な場面のお祝いの席に合う、まさに「特別の日」の焼酎です。金箔入りの
贅沢な味わいをお楽しみください。【本数限定・九州限定品】

古薩摩甕仕込み　25度　芋　1800ml

昔ながらの黒麹を使用し、古甕に仕込み低温でじっくり発酵させた本格芋焼酎です。【県内】

はまこ10年貯蔵　25度　芋　1800ml

『はまこ十年貯蔵』は鮮やかなオレンジ色の果肉を持つ品種『ハマコマチ』を原料芋として使用し、十年以上の歳月をかけじっくりと熟成させた本格芋
焼酎です。『ハマコマチ』がもたらす従来の芋焼酎にはない柑橘系の爽やかな香りとスッキリとしたのどごし長期熟成の熟成効果がもたらすまろやかな

味を心行くまでご堪能ください。【鹿児島限定】

MUGEN白波　THE　COOL　WAVE　芋　1800ml

MUGEN白波　THE　COOL　WAVEは本格焼酎の”無限”の可能性を追及する当社の姿勢を体現した銘柄です。本格焼酎と清酒酵母の新たな組み合
わせにより、リンゴやパイナップルを感じさせるフルーティーな香りと、甘くすっきりとしたキレのある味わいを目指しました。様々な条件が重なり生
み出される香りや味わいは、極寒の夜空に広がる幻想的なオーロラを思わせます。これまでにない爽快な香りとキレのある味わいを是非炭酸割りでお楽

しみください。【数量限定・年一回発売品】

もののふ　長期貯蔵　25度　芋　1800ml

知覧武家屋敷　武士（もののふ）は3年以上貯蔵した熟成焼酎です。蔵の中で熟成することにより円熟された丸みは刻にしか造り出すことができませ
ん。更に旨味も増えた重厚な味わいの芋焼酎です。手間ひまかけた逸品を、まずは一献。【扱い店限定品】

2022年　冬のリカーセレクション

No.106　一升瓶で人気焼酎を愉しむ　伊佐美入り！　南国鹿児島の薩摩焼酎飲みくらべ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

伊佐美　25度　芋　1800ml

黒麹一筋で、一次は甕仕込みで行い、まろやかなコクのある焼酎となっています。


