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商品名
2014年
産地 1,673ｇ
品種

商品名
2014年
産地 1,673ｇ
品種

商品名
2012年
産地 1,673ｇ
品種

商品名
2009年
産地 1,673ｇ
品種

商品名
2014年
産地 1,673ｇ
品種

泡　白

JAN：084315138870
Alc：13.5％ピノノワール74％　シャルドネ26％

ロシアンリバーヴァレー 泡　白 辛口

Alc：13.5％
ロシアンリバーヴァレー

　アメリカ/ソノマ

Wedding Cuvée (ウエディング キュヴェ)

ピノノワール72％　シャルドネ28％

★定番

ソノマで最も有名なワイナリーの一つ。過去連続5代の大統領政権でホワイトハウス御用達スパークリングワインとして提供されてきました。
最初は　冷戦を終結させた歴史的なレーガン―ゴルバチョフ首脳会談で、その後も歴代政権によって大事な場面で使用されてきました。Wine
Enthusiasutの　　年間TOP100でスパークリングワインとして唯一”LD Brut 2002”が選出、ワイン&スピリッツ誌においてはワイナリー・オブ・
ザ・イヤーを７度に渡り授与しスパークリングワインとして唯一殿堂入り等、様々な専門誌で高い評価を得ています。

ピノノワール75％　シャルドネ25％ Alc：13.5％
やや辛口

JAN：084315138870

ロシアンリバーヴァレー

Iron Horse Vineyards　アイアンホースヴィンヤーズ

Brut X （ブリュットエックス）

Classic Vintage Brut (クラシック ヴィンテージ ブリュット）

＜完売＞　　　　　　　　　　　　希望小売価格　7,500円（税抜）

＜完売＞　　　　　　　　　　　　希望小売価格　9,000円（税抜）

Alc：13.5％

＜完売＞　　　　　　　　　　　　希望小売価格　7,500円（税抜）

★定番/完売

早朝冷たい霧の中で手摘みした葡萄を房ごと静かにプレスしステンレスタンク内で発酵。香りが幾分控えめなピノノワールと
シャルドネのロットを選んでブレンドした結果、リッチで複雑なスパークリングワインとなりました。香りはトースト、赤いリンゴと
ヘーゼルナッツ。味は熟した赤いリンゴ、フィンガーライムにほのかにダークレッドチェリー。Wine Enthusiast 94点、Wine
Advocate90点 ※2010年ヴィンテージWine Entusiast TOP100入り。

泡　白

JAN：084315148824

ロシアンリバーヴァレー

辛口

ウォールストリートジャーナルはこのワインをアメリカのスパークリングで”最高の味”と評価しています。ラズベリー、ミカンの皮
とナツメグの香り。口中ではピンクグレープフルーツ、タヒチアンライム、ブラッドオレンジ、口当たりの優しいラズベリーの味わ
い。色合いはロゼです。2005年、新婚のチャールズ皇太子とカミラ夫人を迎えた際に乾杯用ワインとして選ばれました。収穫は
手作業で早朝の涼しい時間帯に行い全房を丁寧にプレスし発酵。ステンレスタンクを使用し温度を16℃～18℃に保つ事で葡萄
の活き活きとした果実味と味わいを引き出しています。2014年ヴィンテージのウェディング キュヴェのドサージュは6ml。2019年
度Wine Enthusiast TOP100ワイン第28位。Wine&Spirits 93点、Wine Spectator92点※2013年ヴィンテージ Wine Enthusiast
TOP100ワイン第18位、2010年ヴィンテージ Wine Enthusiast TOP100ワイン第10位に選ばれました。Wine＆Spirits Magazineが
選ぶ2017年度TOP 100 Wineries。

★定番

★定番

JAN：084315138924

JAN：084315148831

Russian Cuvée (ルシアン キュヴェ)　

アイアンホースのスパークリングの中で最も伝統的なワイン。ボトル内で平均4年間熟成。素晴らしくリッチでクリーミーなこのワ
インは“シャンパーニュ”を彷彿させますが、葡萄は紛れもなくRussian River ValleyのGreen Valley産です。発酵中の生地、オレ
ンジマーマレードや焼きりんごの香りがし、口に含むと真っ赤に熟した林檎やマンダリンオレンジ、ヘーゼルナッツが感じられま
す。

ロシアンリバーヴァレー
　　　　　　　　　　希望小売価格　7,500円（税抜）

ピノノワール68％　シャルドネ32%
泡　白

Alc：13.5％

クラシックよりドサージュが豊かで、より豊潤、僅かに甘くフルーツが際立ちます。花の香りを高め、リッチに
充実させたワイン。元々は冷戦を終結させた歴史的なレーガン・ゴルバチョフ首脳会談用にデザインされま
した。(写真右）生産量700ケース。安倍首相の訪米時や、オバマ大統領が訪英した際、エリザベス女王か
らの晩餐会の返礼として催された夕食会に使用されました。Wine Enthusiast 90点

泡　白

National Geographic Ocean Reserve Blanc de Blancs (オーシャン リザーヴ)

辛口
シャルドネ100％　　　　　　　　

＜完売＞　　　　　　　　　　　　希望小売価格　7,500円（税抜）

ナショナルジオグラフィックと提携開発した特製ワイン。1本購入するにつき$4が寄付され、海の保護区を創設し世界中で過剰
な漁を減らす活動に充てられます。オレンジゼスト、タヒチアン・ライムとミネラルが香ります。ライム、タンジェリンとクリーミーな
濃厚さがフィニッシュに感じられます。Wine Enthusiast 93点

辛口

★定番

← 様々な公式行事
で乾杯用などに使用
されています。

← 2015年4月、安倍総理ご夫妻
が訪米した際のディナーに
「Russian Cuvee」が使用されまし
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商品名
2020年
産地 1,456g
品種

商品名
2020年
産地 1,453g
品種

商品名
2019年
産地 1,464g
品種

商品名
2020年
産地 1,460g
品種

赤
ピノノワール100% 　

★定番

プライス・ファミリー・ワインズの経営者としてキスラー、ゲリー・ファレル等、数々のトップワイナリーと畑を所有してい
るビル・プライス個人の「世界最高水準のカリフォルニアワインを造る事」を目的に2002年設立されたブティックワイ
ナリー。2014年からはソノマで「ピノの代名詞」と謳われるボブ・カブラルをワインメーカーに起用。（2007 Williams
Selyem Litton Estate Vineyard Pinot Noir 100点獲得/2011年度WE誌  “Winemaker of the Year” 受賞）優良畑の一
つ、デュレルやギャップス・クラウンを始めとする所有自社畑から20ものブランドへ葡萄を提供し、いずれも高評価な
ワインを生み出しています。その中でも最も優れた葡萄が造られる区画を選び、スリー・スティックスを生み出してい
ます。生産量はわずか10,000ケース。70％はメーリングリストの顧客に、残り30％はディストリビューターに分けら
れ、更にその30％の内の70％が全米トップのレストランへ販売されています。アメリカ国内でほぼ消費されてしまう
為、輸出に振り分けられる量は極小。最近では全米一予約が困難とされるナパの名店「フレンチ・ランドリー」にも採
用され、「MEADWOOD」、「SINGLE THREAD」、「PLUMED HORSE」等のミシュラン星付き高級レストランでも提供さ
れています。また、フード＆ワイン誌2017年度ベスト・ソムリエの一人として取り上げられたエイガーン所属のチャド・
ウォルシュも顧客の一人となっています。ワイナリー名のスリースティックスはオーナーの名前の「Ⅲ」世のに由来し
ています。

ギャップスクラウンヴィンヤードは素晴らしいピノノワール生み出しています。ペタルマギャップからのほぼ一定した風や霧によ
るスリースティックスの所有地の中で最も涼しい畑のうちの一つで、厚みのある皮で小ぶりの葡萄が栽培されています。2019年
はとても穏やかな気候で素晴らしい品質のワインが出来ました。ブラックベリーやボイズンベリーの特徴的な香りに黒鉛や生姜
のほのかな香り。トースティで様々な風味がワインに複雑味を与え、これまでのギャップスクラウンピノノワールの中でもとりわ
け素晴らしい味わいとなりました。長期熟成にふさわしいワインです。フレンチオーク樽（内56％新樽）で16か月熟成。

PFE Pinot Noir（ピーエフイーピノノワール）

赤ソノマコースト

辛口JAN：なし

JAN：なし

Alc：14.1％

ソノマコースト

白

重

★定番

シャルドネ100% 　     

Alc：14.4％

ソノマカウンティ

Gap‘s Crown Vineyard Chardonnay（ギャップスクラウン ヴィンヤード シャルドネ） ★定番

Alc：14.5％

　アメリカ/ソノマ

Three Sticks　スリースティックス

＜残りわずか、次2020年ヴィンテージ入荷予定＞　　　希望小売価格　17,000円（税抜）

★定番

ピノノワール100% 　

ソノマカウンティ JAN：なし

＜入荷予定＞                     　希望小売価格　13,000円（税抜）

ソノマカウンティに6か所ある自社畑の葡萄をブレンドしています。それぞれの畑には特有の性質があり、
それぞれの特徴を生かしたワインを造っています。その各畑のワインをブレンドし調和の取れたワインが生
まれます。2020年ヴィンテージは、ソノマコースト（内陸の山腹から沿岸にかけて）のピノノワールの特性を
生かした素晴らしい品質のワインになりました。フレンチオーク樽で11カ月樽熟 （内51%新樽)。 ブルーベ
リー、スミレ、紅茶の香り。グリルした肉、スミレ、カルダモンの風味がワインに深みとテクスチャーを与え、
ほのかな甘いココアパウダーの味わいがさらに複雑味を持たせています。
Decanter 97点  Decanter World Wine Awardsプラチナ賞、Wine Enthusiast 94点、 Wine Spectator 94点

Durell Vineyard Chardonnay（デュレル ヴィンヤード シャルドネ）

ソノマヴァレーの上部の丘にある葡萄畑の古い2つの区画の葡萄で造られており、土壌はそれぞれ異なります。ソノマヴァレー
の隆起した部分が風洞を作り空気の流れを作り出し、果実の生育時の気温を下げています。2020年は雨量が少なく結実が少
なくなりました。しかし結実の少ないことでとても凝縮した果実味の葡萄を収穫することが出来ました。ピーチ、ホワイトネクタリ
ン、マルコナアーモンド、レモンメレンゲの豊潤でリッチな味わいです。いきいきとして豊かな味わいは、グラスの中の太陽の輝
きという表現がよく合う素晴らしいワインです。　　　　James Suckling 94点

白

Gap‘s Crown Vineyard Pinot Noir（ギャップスクラウン ヴィンヤード ピノノワール）

Alc：14.2％

シャルドネ100% 　

重

辛口JAN：なし

このエステートはピノノワールで有名になりましたが、明るく豊潤なカリフォルニアのシャルドネも感動を与えます。ボブがワイン
メーカーに就任してからスリー・スティックスのポートフォリオにシャルドネを加えたいと願っており、このシャルドネは生まれまし
た。デュレルやワン・スカイ・ヴィンヤードと違いギャップス・クラウンの霧がかった冷涼な気候と相性抜群の100%ディジョン・ク
ローンを使用しています。リッチな質感にミネラル感と鮮やかさが特徴的なワインです。ギャップス・クラウン・ヴィンヤードはソノ
マ・マウンテン西部の斜面、AVAぺタルマ・ギャップの標高300-800フィートの位置にあります。水捌けの良い土壌はロームと粘
土質ロームで構成されています。霧と風で涼しい環境で、畑は葡萄樹の育成に絶好な西向きです。非常に良質なピノ・ノワール
とシャルドネを生み出し、ソノマ・コーストでも最も優良な畑の一つとして数えられる素晴らしい畑です。2015年は4年目となる干
ばつが続き、前シーズンと同じく温暖な気候のため早い開花を迎えました。打って変わって春は強風と冷雨に当たり、葡萄が均
一に実を付けず、あっという間に8月には収穫に入りました。史上最も早い収穫です。例年に比べ収穫量が25%減少しました
が、その代わりに小ぶりで凝縮感ある実で、「Less is more -より少ないことは、より豊かなこと」を体現するような、飲みごたえ
ある豊潤な味わいのワインになりました。100％ フレンチオーク樽（内40%新樽）。 Wine Enthusiast 92点

＜入荷予定＞　　　　　　　　　　希望小売価格　13,000円（税抜）

希望小売価格　15,000円（税抜）

Bill Price IIIビルプライス

Bob Cabralボブカブラル

2019年 Oct,15号
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商品名
2017年
産地 1,338ｇ
品種

商品名
2018年
産地 1,335ｇ
品種

商品名
2018年
産地 1,360g
品種

商品名
2016年
産地 1,640g
品種

　アメリカ/ナパヴァレー

Revik　レヴィック

★定番

JAN：086754602202

Napa Wine Arts　ナパワインアーツ

カベルネソーヴィニヨン100％
中重

Alc：14.4％

2015年、フィリップ ホルブルックとウィル プリムによって設立。ナパヴァレーのハウエルマウンテン ディオジーンズ
リッジでカベルネソーヴィニヨン2樽から始めました。クームズヴィルとハウエルマウンテンで有機栽培と乾地農法に
よる葡萄栽培に取り組み、その後すぐに志を同じくするナパヴァレーや北カリフォルニアのソノマの栽培者との提携
を始め、カベルネソーヴィニヨン以外のテンプラニーリョ、ピノノワール、シラー、シャルドネ、ソーヴィニヨンブランとワ
インの種類を増やしました。2019年原点に立ち戻り、ナパヴァレーの自社農園で栽培したカベルネソーヴィニヨンと
ソーヴィニヨンブランを使用した自社ブランドのワイン造りにより力を注ぐようになりました。
2001年、ハウエルマウンテンの標高550メートルにあるディオジーンズリッジでカベルネソーヴィニヨンを植樹。有機
認証を受けているこの畑は気温や斜面の方角が異なる7区画に分かれており、ナパヴァレーでは珍しいエイケン火
山性土壌。複雑で深みのある味わいのワインが生まれます。2013年ナパヴァレーの南にあるクームズヴィルのサ
フィヴィンヤードにカベルネソーヴィニヨンとソーヴィニヨンブランを植樹しました。サフィはこの地で育ったフィリップと
彼の妹のサーシャにちなんで名づけられました。冷涼な気候と砂利の混じったローム土壌の為、素晴らしい酸を持つ
葡萄が育ち、ナパヴァレーの他のAVAよりも樹に実っている時間が長いのが特徴です。
ワインメーカーでもあるフィリップ ホルブルック祖母はあのロバート モンダヴィ氏の愛妻マーグリット モンダヴィで、
クームズヴィルで育ちました。カレッジ在籍時代、いとこであるネイサンロバーツの影響でワインの醸造に従事するよ
うになりました。2016年～2018年の2年間はロバートモンダヴィで働き、チーフワインメーカーでオーパスワンの責任
者も務めたジェネヴィーヴ ジャンセンズやジョー ハーデンの元で学びました。2018年からはニッケル＆ニッケルに移
り、現在もこの醸造チームの一員として活躍しています。
フィリップの祖母マーグリットモンダヴィはアーティストとしても活躍し、レヴィックのラベルは彼女の絵画にインスパイ
アされて作られました。

ナパ・ワイン・アーツはワイン業界で30年以上のキャリアを持つスミス-アンダーソン・グループとグローワー達の下、限定リリースされました。
彼らの多くは美術品の収集家であり、自分達の畑で生み出した葡萄を一種のアートと捉えています。個人グローワーであるジョン・マシュー
ズの畑の葡萄を主に使用しています。畑はアトラス・ピーク・マウンテン近くの岩だらけな東部斜面、荒々しい土地の標高700メートルに位置
しケイマスやクロ・ペガス等、著名ワイナリーが顧客リストに並ぶステージコーチ・ヴィンヤードに隣接しています。アトラスピークで生まれるワ
インは平地に比べ果実味があり、テロワールを反映した柔らかくボタニカルなノートが香り、程良い酸を感じられる、よりエレガントなタイプで

赤ナパヴァレー

ナパヴァレー南部にあり、冷涼で砂利交じりの土壌のサフィで育つ葡萄は樹に実っている期間が長いのが特徴です。そのカベ
ルネソーヴィニヨンをステンレスタンクで22日間発酵、50%を新フレンチオーク樽で18か月熟成、無濾過で瓶詰めします。酸が
しっかりしており生き生きとした味わい。タンニンは柔らかくやや控えめのワインです。

重
　　＜完売＞　　　　　　　　   　　　希望小売価格　5,500円（税抜）

Alc：14.0％

★定番

使用されている葡萄は、個人栽培家であるジョン・マシューが栽培収穫。ヴィンヤードはステージコーチ・ヴィンヤードに隣接し
ており、ナパヴァレーの谷の東斜面、標高700メートルを超える複雑な地形を持ったエリアに位置しています。栽培時の灌漑を
控える事により複雑味と繊細さを合わせ持つ葡萄が収穫でき、カベルネ・ソーヴィニヨンらしい濃厚でフルーティーな風味の中
にボタニカルなノートも感じさせるバランスの良いエレガントなワインです。2016年は完璧といっても差し支えない程の良い収穫
年で、2016年ヴィンテージのは、ナパ・カベの頂点ともいえる仕上がりです。ダークチェリーのアロマにコーヒーやココア、仄かな
杉が香り立ち、スパイスの風味で引き立てられたブラックチェリーとブルーベリーの味わいがベルベットのように滑らかなテクス
チャーに包まれています。余韻は長く続き、グラスを重ねずにはいられない香りと味わいに満ちています。フレンチとアメリカン
オーク樽（内60％新樽）で16カ月熟成。

ナパヴァレー JAN：なし 白 辛口

ナパヴァレー JAN：なし 赤

カベルネソーヴィニヨン95％、プティヴェルド5％ 

Napa Valley Cabernet Sauvignon（ナパヴァレー カベルネソーヴィニヨン）

Chardonnay  Linda Vista Vineyard（シャルドネ　リンダヴィスタヴィンヤード）　　

Pinot Noir Ramondo Vineyard（ピノノワール　ラモンドヴィンヤード）   ★定番
      　   　　　　　希望小売価格　10,000円（税抜）

ソノマコースト JAN：なし 赤 中
ピノノワール100％ Alc：13.2％

グレッグ アダムス所有の有機栽培認証のラモンド ヴィンヤードのピノノワール（クローン115、667、777 ）を使用。グレッグアダ
ムスは有機栽培のエキスパートであり、畑はソノマコーストのセバストポルに近いベイカー レーンにあります。葡萄は75%を全
房圧搾し、自然酵母で発酵、フレンチオーク樽で10か月熟成させます。豊かなアロマとしっかりした骨格を持っており、エレガン
トでフレッシュなワインです。

Cabernet Sauvignon Saphi Vineyard（カベルネソーヴィニヨン　サフィヴィンヤード）　　 ★定番
　　　　　　　　希望小売価格　13,000円（税抜）

シャルドネ100％ Alc：12.5％
スティーヴ マサイアソン所有の有機栽培認証のリンダヴィスタヴィンヤードのシャルドネ（クローン4）を使用。スティーヴ マサイ
アソンはナパ ヴァレー屈指のヴィンヤードコンサルタントであり、ナパの土壌を極めた敏腕の栽培･醸造家。畑はオークノール
にあり、海からの冷涼な風とカリフォルニアの暖かい日差しにより、果実味と酸味のしっかりした葡萄が育ちます。その葡萄を
樽とステンレスドラムで自然酵母を用い低温で発酵、澱は撹拌せず、マロラティック発酵も一部のみ行います。きれのあるフ
レッシュでフルーティーな味わいで、食事によく合います。

 　 　　　　　　　　希望小売価格　8,000円（税抜）
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商品名
2018年
産地 1,433g
品種

商品名
2019年
産地 1,422g
品種

商品名
2017年
産地 1,422g
品種

商品名
2017年
産地 1,432g
品種

商品名
2016年
産地 1,228g
品種

商品名
2018年
産地 1,223g
品種

＜12月入荷予定＞　　　　  　　     　希望小売価格　13,000円（税抜）
赤

　　　　　　　　　　　　希望小売価格　5,000円（税抜）

Alc：14.1％

Alc：14.9％

＜残りわずか、2019年ヴィンテージ12月入荷予定＞　　　　　　希望小売価格　10,000円（税抜）

　　　　　　　　　　　　　＜完売＞　　　　　　　　　　　　希望小売価格　6,500円（税抜）

重
カベルネソーヴィニヨン100％

ラインナップの中でも根強い支持があります｡サクランボのコンポート､白い花々､黒コショウ､リコリス､ドライラベンダーなどを詰
め込んだ､この深みのあるルビー色のジンファンデルは､絹のように滑らかと誤認しますが､相当量のタンニンがあり､また､かな
りの量のアルコールが隠れています｡中盤の味わいは長く濃厚｡アルコール度がかなり高いため､全ての隠れた成分が一体と
なるには少し時間を要します。

辛口

最高の2つの最高の区画の葡萄からできたワインと、その年の最も素晴らしいワイン11バレルのワインからできています。全て
古くからあるカベルネソーヴィニヨンのクローン7の古木からとれる葡萄を使用。インクのような紫がかった黒色。カシスやスパイ
スとビタースイートチョコレートとの香りが、濃色と青色の果実やラザフォードならではの自然の香りと混ざり合っています。豊か
な果実味で、ほのかな酸味が深みのある熟したエレガントな味わいを際立たせています。繊細で優雅、ベルベットのような口当
たりで素晴らしい余韻のワインです。デカンタージュ、または5年間セラーで寝かせ、複雑味のある味わいと滑らかな口当たりを
お楽しみください。

★準定番

★準定番

Scarlett Estate Petit Verdot  （スカーレット エステート プティヴェルド）

重

Scarlett Estate Cabernet Sauvignon （スカーレット エステート カベルネソーヴィニヨン）

Scarlett Reserve Cabernet Sauvignon （スカーレット リザーブ カベルネソーヴィニヨン）　

★準定番

JAN：なし

赤

Alc：14.6％

Alc：14.9％

このアペラシオンならではの深みや複雑さがあり、素晴らしいカベルネソーヴィニヨンです。ブラックカシス、赤い果実、土の香り
など幾重にも重なり、青系、赤系、黒系果実のしっかりした豊潤な味わいは完璧なバランスで口中に広がります。洗練されたタ
ンニンはしっかりと溶け込み、きめ細かく、後味は長く続きます。5区画の葡萄をブレンドしているこのワインは、マクガーヴィン
ヤードの比類なきテロワールを表しています。タンニンと果実味が溶け合わさる2、3年後でも、また素晴らしい味わいになる5～
10年後にも楽しめます。80%新フレンチオーク樽を使用。

ソーヴィニヨンブラン90%　セミヨン10%

★準定番

Alc：14.1％

ロゼ

ラザフォード

★準定番

Scarlett Wines　スカーレット ワインズ　

＜12月入荷予定＞　　　　　　　　　　希望小売価格　25,000円（税抜）

★準定番Scarlett Estate Zinfandel （スカーレット エステート ジンファンデル）

JAN：なし

長い熟期を経て使用している軽く灌漑された古いトカロン・クローンのフェノール熟度は最高となりました。スワリングの度にタン
ジェリン、レモングラス、メロン、ライムの花が強く香ります。キレが良くもフィニッシュは繊細。25%ステンレス樽75％フレンチオー
ク（うち新樽10%）で樽発酵。 ボトリング前まで澱の上で撹拌せず寝かせ、香りを最大限に抽出。

Scarlett Estate Sauvignon Blanc  （スカーレット エステート ソーヴィニヨンブラン）

プティヴェルド100%

Scarlett Estate Rose （スカーレット エステートロゼ）

JAN：なし

重

　アメリカ/ナパヴァレー

ラザフォード

JAN：なし

McGah家の畑はナパ特産地の一角として広く認められているラザフォードに位置。複数
世代にわたる代表的な自家栽培のワイン醸造業者として土作りからグラス作りまで家
族で行っています。McGah家の北カリフォルニアにおける歴史は100年以上前で、オー
クランドレイダーズフットボールフランチャイズを立ち上げた一人として知られるE.W.
McGah がサンフランシスコのベイエリアに根を下ろしたときに始まります。

赤

65エーカーのラザフォードMcGah Family Vineyardsでは他にもオリン・スウィフトやクリフ・レイディ等の有名ワイナリーへ葡萄果実を提供もし
ています。ワインメーカーは、シュレーダーで100点カベルネを造り出す等、数多くの高評価ワインを生み出すトーマス・リバース・ブラウンの
元で学んだマイク・スミス。７年間、Schrader, Maybach Family, Tamber Bey，Rivers Marieといった様々なワイナリーで生産に携わりました。

ジンファンデル、プティシラー　フィールドブレンド100％ Alc：15.8％

ラザフォード 白

　　　　　希望小売価格　10,000円（税抜）

ラザフォード

JAN：なし 重
カベルネソーヴィニヨン100％

グルナッシュ100%

ラザフォード JAN：なし

赤

辛口

ラザフォード

｢バラを“意図的に”造る｣がコンセプトのワイン｡ローズゴールドの色調､バラとメイヤーレモンの花の強い香りなど､繊細な色調
が表現されました｡クラシックなドライ･フレンチの製法で造られています｡ブリックス値21で収穫されたグルナッシュは最適な酸
度と成熟度で摘まれました｡中盤の味わいは､柑橘類､白桃､山イチゴがフォーカスされて重なり合います｡後味は､スッキリした
キレの良さがあります｡

ライラック､アニスのフローラルなアロマに黒系果実、ブルーベリーのコンポート、ダークチョコレートの香り。そこにスパイシーで
豊かな樽の香りや、ほのかなタバコや乾いた夏草の香りが加わります。ブルーベリーやブラックベリーの濃厚な味わい。タンニ
ンはよく熟しており、滑らかで豊潤なフルボデイのワインです。フレンチオーク樽で熟成(新樽率40%)(ダルナジュー[DARNAJOU]
社製とタランソー[TARANSAUD]社製の樽で構成｡)
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商品名
2016年
産地 1,242ｇ
品種

商品名
2016年
産地 1,430ｇ
品種

商品名
2017年
産地 1,434ｇ
品種

商品名
2018年
産地 1,231g
品種

商品名
2015年
産地 1,746g
品種

ナパヴァレー南部のオークノールディストリクトとカーネロスのサスティナブルな畑から収穫された葡萄を使用。冷涼な気候の
二つの地域の葡萄をブレンドすることで、複雑な香りと味わいが生まれます。パイナップル、マンゴー、リンゴの豊潤な味わい
に、トーストしたマシュマロ、バニラやシナモンが豊かに香ります。7カ月間樽熟成（フレンチオーク74%、アメリカンオーク6%）。ク
リーミーでリッチなフルボデイの白ワインです。ロブスターや蟹料理、クリームベースのスープやカマンベールによく合います。
Blue Lifestyle 91点

JAN：011472507577

JAN：011472607512

Napa Valley Sauvignon Blanc （ナパヴァレー ソーヴィニヨンブラン）   

　　　　　　　希望小売価格　6,000円（税抜）

★定番

白

＜完売＞　　　　　　　　　　　　希望小売価格　5,000円（税抜）
重

ナパヴァレー

辛口

★スポット

トリロジーはコメズ・ガ―ヴェイ・エステイト・ヴィンヤードで収穫された高品質な葡萄のみを使用しており、2015年はセントヘレ
ナ、ラザフォード、オークヴィルで収穫された三品種をブレンドしました。フレンチオーク85％、アメリカンオーク15％で18か月熟
成。濃厚かつリッチな質感で、ボイセンベリー、ブラックチェリー、プラム、ブラックカラントのアロマに満ちており、ミルクチョコ
レートやバニラ、コーラとほのかな杉の香りの層が重なります。熟成使用されたことのあるフレンチとアメリカンオーク樽で寝か
せている為、柔らかなローストのフレーバーが加わっておりポートワインにも似た、こなれた果実味と旨味を感じさせるフィニッ
シュが丸みのあるしなやかなタンニンと共にこのワインをまとめています。Wine Advocate 93点、James Suckling 93点、Blue
Lifestyle 93点、The Tasting Panel 93点

赤

ナパヴァレー

メルロー100％ 

Alc：14.5％

ソーヴィニヨンブラン100%

白

＜完売＞　          　　　　  　　希望小売価格　4,500円（税抜）

Alc：14.2％

Family Select Chardonnay（ファミリーセレクト シャルドネ）　　

Flora Springs　フローラ スプリングス

赤 重

ナパヴァレー

Napa Valley Merlot （ナパヴァレーメルロー）　　

赤

★定番

ナパヴァレー

JAN：011472207507

＜完売＞　  　　　　　　　 　　　希望小売価格　8,000円（税抜）

Alc：14.2％

　アメリカ/ナパヴァレー

Napa Valley Cabernet Sauvignon （ナパヴァレーカベルネソーヴィニヨン）

1978年に設立されたフローラ・スプリングスは創設者のフローラと敷地内で湧く泉に因んで名付けられた歴史あるワ
イナリーです。40年経った現在でもほぼ家族経営のナパでは数少ない造り手の一つでラザフォード、セントヘレナ、
オークヴィル、カーネロス、ポープ・ヴァレーの５つのアペラシオンに合わせて650エーカーの畑を所有しています。そ
の内約40％はCCOF(カリフォルニア認定オーガニックファーマー)の認定を受けており自社の赤ワイン用の葡萄はほ
ぼ全てが認定を受けた畑のものです。ワイン・スペクテイター誌で97点、トップ100位中3位を獲得、ジェームズ・ロー
ブ著「カリフォルニアの素晴らしいシャルドネ」で第1級の認定、ゴルバチョフ夫妻を迎える晩餐会にて振る舞われる
等、輝かしい実績があります。
今年に入り、ボルドーの「シャトー・スミス・オー・ラフィット」が買収し、フランス国外で初のプロジェクトを開始します。
2020年からワインメーカーにファビアン・テジャンが就任。

ナパヴァレー JAN：011472527506

Trilogy （トリロジー）　　

味わいと質感に複雑味を与える為に7ヶ月間ステンレスタンク、大小のオーク樽、コンクリートエッグ、ステンレスタンクで寝かせ
ました。週に2度のシュールリーを行った影響でクリーミーな質感が特徴です。2017年はイチジク、ハニデューメロン、カンタロー
プ（赤肉メロン）とフレッシュなアプリコットの味わいが口中に広がります。そこにソフトなグラハムクラッカー（香ばしい全粒粉入
りクラッカー）とスパイスのノートが加わり非常にバランスが良く広がりのあるテクスチャーを持っています。スムーズでスパイ
シーなキレのあるフィニッシュで、仄かにコンクリートエッグを使用したワインの特徴であるミネラル味も根底に感じられ、心地良
いクリーミーな質感とスパイシーでスムーズな長い余韻が感じられます。Blue Lifestyle 91点、Wine Enthusiast 90点、
Connisseurs'Guide 90点

カベルネソーヴィニヨン84％、メルロー11％、マルベック３％、プティヴェルド1％

数十年に渡って栽培してきた､セント･ヘレナ､ラザフォード､オークヴィルにあるサステナブル自社畑から収穫した果実を使用。
ダークチョコレートとマシュマロ&グラハムクラッカーの香りと､ブルーベリーの風味｡フレンチオーク樽に由来するブラウンスパイ
スの特徴に､微かなラベンダーとレザーが複雑さを加えています｡熟したタンニンがなめらかで芳醇で､適度な酸味を持ちます｡
フレンチ･オーク樽とアメリカン･オーク樽で15か月間熟成。Blue Lifestyle 92点、Wine Enthusiast 90点。

★定番

＜数量限定入荷、残りわずか＞　　　        　　希望小売価格　13,000円（税抜）

シャルドネ100％（オークヴィル産75%、カーネロス産25%）

重

★定番

セント・ヘレナ、ラザフォード、オークヴィルで収穫された葡萄を使用。いずれも環境を考慮したサステイナビリティ栽培を行って
いる畑です。手作業で収穫した葡萄は数日間低温浸潤させ香りと色を抽出し発酵。その後タンニンを滑らかにするマセラシオ
ンを施したものと合わせ、フレンチオーク樽79％とアメリカンオーク樽21％で約19カ月寝かせブレンド。ブラックベリーのコン
ポート、カシス、バニラクリームやモカの味わいに、エスプレッソとオークが混ざり合った甘いアロマと微かな低木の香りが溶け
合います。温かみのあるジューシーなタンニンが柔らかな印象を与えながらも綺麗な酸が全体を引き締めています。Blue Life
Style 93点、Into Wine 92点

JAN：011472317503

カベルネソーヴィニヨン82％、マルベック10％、プティヴェルド8％

辛口
Alc：14.3％

Alc：14.2％
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商品名
2020年
産地 1,430ｇ
品種

商品名
2019年
産地 1,310ｇ

品種

商品名
2016年
産地 1416ｇ
品種

商品名
2017年
産地 1432g
品種

商品名
2015年
産地 1435g
品種

カリフォルニア

JAN：なし

Juvenile Zinfandel （ジュヴナイル ジンファンデル）

カリフォルニア各地の古い畑から構成されています。ナパ、ソノマ、メンドシーノ、ローダイ、コントラコスタ、アマドール、パソロブ
レスのヴィンヤードで栽培される葡萄の木は樹齢約50年から130年で、カリフォルニアの古木のジンファンデルの典型的な特徴
を知るためにはこのワインを味わうのが一番です。カリフォルニアの20か所の古くからある畑でとれた葡萄は、新樽10%のみで
樽熟成させることでベリーの香りが引き立ちます。熟したブラックベリーやラズベリー、プラム、オレンジの皮、スパイスティーの
香りにしなやかな口当たり。タンニンはよく溶け込んでいます。洗練された味わい、古木ならでは自然な深みや複雑さ、優雅さ
があります。     Wine Advocate 93点

　＜完売＞　　　　　　　　　　　　希望小売価格　6,000円（税抜）
アマドールカウンティ

ジンファンデル95％ 、
マタロー、アリカンテブーシェ、プティシラー、グルナッシュ、サンソー　5％

　＜完売＞　　　　　　　　　　　　希望小売価格　5,500円（税抜）

　アメリカ/ナパヴァレー

赤

☆準定番

中

Turley Wine Cellars　ターリーワインセラーズ

ソーヴィニヨンブランは1993年のターリー設立当初造られていたワインのひとつでしたが、その樹はジンファンデルに植え替え
られていました。しかしその後ナパヴァレーで育てられてきたソーヴィニヨンブランの穂木を小さな区画に再び植樹し、乾地農法
と株仕立てで栽培しました。蜂蜜を加えたネクタリンやアプリコット、太陽に照らされた柑橘のほのかな香り。2019年のソーヴィ
ニヨンブランはここ数年のものよりもしっかりと重みがあり、幾重にも重なるテクスチャーがあります。■ Wine Advocate 90点

Alc：ソーヴィニヨンブラン100％ 

☆準定番

中重

Sleeper Ranch Barbera  (スリーパーランチ バルベーラ)

JAN：なし 重

1937年に植樹された
フレデリックス・ヴィンヤード（ソノマ）

ジンファンデル100％ 

Alc：14.8％

ローダイ

　　　　　＜完売＞　　　　　 　 　　　　　希望小売価格　6,500円（税抜）
☆準定番

赤

JAN：なし

Alc：15.2％

　　　＜完売＞　　　　　　　　　　　　希望小売価格　6,500円（税抜）

シェナンドーヴァレーのスリーパークレーンランチで栽培されている葡萄を使用。花崗岩質土壌と粘土質土壌の地で、1892年
から4代に渡って穀物、クルミや葡萄を栽培しているファミリーによって育てられています。深みのある色合いで、フレッシュな赤
いプラム、ザクロ、ブラックベリー、ほのかなブラックペッパー、常緑樹やサンダルウッドが豊かに香ります。控えめなタンニンは
アマドールのワインのストラクチャーとよく調和しています。果実味と酸のバランスがとれており、魅力的で親しみやすく、クリー
ンで爽やかな後味のワインです。

ジュヴナイルは樹齢の高い木の植えられている区画に再植林した若木から収穫した葡萄を使用しています。若木にはタグを付
け、隣接する古い木と混同しないように管理。摘み取りも分けて行い、それとはっきりわかるワインに仕立てます。Hayne,
Pesenti, Salvador, Vineyard 101, Fredericks and Kirschenmannなどカリフォルニア州内の優良な27ヴィンヤード産の樹齢6～25
年の樹から採れた葡萄を使用。柔らかくなめらかで満足感のある味わいで、タンニンは良く溶けこんでいます。ブショネの原因
となるトリクロロアニソールを除去した新しいコルクをこのヴィンテージから使用。※参考2012vin→Wine Spectator TOP100ワイ
ン第46位。

Estate Sauvignon Blanc 

赤

Alc：15.2％

Bechthold Vineyard Cinsault (ベクトールド ヴィンヤード サンソー)

白

☆準定番

Old Vine Zinfandel（オールドヴァイン ジンファンデル）

赤

JAN：なし

1886年に植樹された、アメリカでもっとも古い畑のひとつです。接ぎ木せずに株仕立てで栽培しています。この畑ではサンソー
の他にも多品種の葡萄の木がランダムに植えられています。軽やかでバランスが良く、しっかりした酸味で薫り高いワインで
す。バラブラックチェリーの香りにラズベリーやチェリーの生き生きとした味わい。シルキーなタンニンでフルーティー後味です。

　　＜完売＞　　　　　　　　　　　　希望小売価格　5,800円（税抜）
中重

ジンファンデルとプティ・シラーのトップ生産者として知られるターリー・ワイン・セラーズはフロッグス・リープ
の設立者の一人であるラリー・ターリーが1993年にセントヘレナで設立した全米パーカー5つ星ワイナリー
です。（ワイナリーはナパのセントヘレナとパソロブレスのテンプルトンの2か所にあります。）カベルネ、ピ
ノ・ノワール等の人気品種におされ伐採を危惧され失われつつあったオールド・ヴァイン（古木）のジンファ
ンデルに可能性を感じ、それに特化したブティックワイナリーをやりたいと考えたラリーが自身のワインビジ
ネスの原点であるフロッグス・リープを離れた事から始まりました。ラリー氏は単独でこのジンファンデルの
畑を保護管理した事で多大な信頼を集めています。荒れきったオールド・ヴァインのジンファンデルの畑を
再生する鍵はフロッグス・リープで取り入れていたオーガニック農法と考えるラリーの理念の元、ターリーは
今も昔も畑と葡萄の育成に非常に細やかな管理を行っています。自社畑はジンファンデルとプティ・シラー
の単一葡萄畑を約30保有しており、全てCalifornia Certified Organic Farmers によって認定されています。
発酵にあたっては全て天然酵母を使っています。以前は新オーク樽を30％使用していましたが、現在では
新オーク樽使用率は約半分に下がっています。ワインメーカー兼ヴィンヤードマネージャーTegan
PassalacquaはSF Gateでワインメーカーオブザイヤーに選ばれました。

サンソー主体 Alc：12.5％

☆準定番

JAN：なし

カリフォルニア

辛口ナパヴァレー

バルベーラ100％
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商品名
2020年
産地 g
品種

商品名
2019年
産地 1,309g
品種

商品名
2012年
産地 1,430ｇ
品種

商品名
2017年
産地 1,426ｇ
品種

商品名
2017年
産地 1,429ｇ
品種

商品名
2020年
産地 g
品種

商品名
2005年
産地 1,430ｇ
品種

赤ナパヴァレー

重

ジンファンデル、モンデュース ノワール、サンソー、カリニャン

＜完売＞　　　　　 　  　　　　希望小売価格　15,000円（税抜）
重

1915年、マカロミーリヴァーAVAの西側、シリカに富んだ砂質土壌に接ぎ木されていない葡萄樹を植樹しました。株仕立て、乾
地農法で育てられる葡萄は川やデルタからの涼しい風によって暑さから守られています。古木のフィールドブレンドで、モン
デュース、サンソー、カリニャンが少量植えられています。陽を浴びたワイルドストロベリーや、アニス、ミント、スパイス、フェン
ネル、刻んだハーブをかけてローストしたラム肉やほのかなラズベリーリキュールの風味。　　Vinous 93点

JAN：なし

☆準定番

☆準定番

Hayne Vineyard Petite Sirah（ハインヴィンヤード プティシラー）

1979年から有機栽培が行われているこの畑では葡萄の木が混植され、フィールドブレンドワインが造られています。葡萄はプ
ティシラー、ジンファンデル、アリカンテ、カリニャン、ナパガメイ、ネグレット、ムールヴェードル、レフォスコ、シュナンブランと地
中海で栽培されている品種が栽培されています。典型的なナパヴァレーのフィールドブレンドの赤ワインで、豊かな濃色果実ア
ロマに下草やシナモン、青系果実、黒鉛が香ります。フレッシュフルーツやスパイスの力強く複雑な味わいです。

重

赤

JAN：なし

Alc：14.9％

　＜完売＞　　　  　　　　　　 　希望小売価格　10,000円（税抜）

Alc：15.5％

エステート・ジンファンデルに隣接した一画で造られ、オーガニック認定を受けています。火山性の土壌で、ワインはいずれもク
ラシカルな濃厚で悩ましいアロマを持つ、力強いナパヴァレーらしいプティ・シラーです。タンニンが濃縮された果実味にバラン
スを与え、チョコレート、プラム、スパイスと瑞々しいレッドチェリーが香ります。Antonio Galloni 92点　Wine Advocate 93点
Wine Spectator 92点

Estate Petit Sirah （エステート プティシラー）

プティシラー100％ 

Casa Nuestra Red Wine （カーサ ヌエストラ レッド）

ナパヴァレー

　＜完売＞　　　  　　　　  　　　希望小売価格　10,000円（税抜）

重
プティシラー100％ Alc：14.1％

☆準定番/完売

JAN：なし

Steacy Ranch Zinfandel （ステーシーランチ ジンファンデル）

　アメリカ/ナパヴァレー

Turley Wine Cellars　ターリーワインセラーズ

　　　＜完売＞　　　  　　 　　　　　希望小売価格　10,000円（税抜）

　　＜完売＞　　　 　    　　　　　希望小売価格　10,000円（税抜）

2016年が最初のヴィンテージのターリーで一番新しいワインで、ナパヴァレーにある3つの有機認証の畑の葡萄から造られて
います。ピュアでクラッシックなプティシラーのワインです。フレッシュな濃色果実や紫色の花の香りで、エレガントで心地よく、そ
して力強さを感じます。バランスの取れた味わいで深みとフレッシュさがあります。タンニンはしっかりとしながら、繊細な風味や
テクスチャーを損なうことはありません。

重

JAN：なし

プティシラー100％ 

Kirschenmann Zinfandel  （キルシェンマン ジンファンデル）

JAN：なし

JAN：なし

ジンファンデル 95%、カリニャン、プティシラー、トルソー、サンソー5％　　
赤

Alc： 15.4％

　　　　　＜完売＞　　　　 　  　　  　　　希望小売価格　8,000円（税抜）

ステーシーランチは後にカリフォルニアにおいてジンファンデルを造る基準となった台木セントジョージが初めて植樹された畑
の一つです。1907年に植樹されたこの畑のジンファンデルは古いカリフォルニアの畑でよく見られるグルナッシュ、カリニャン、
ミッションと混植されています。クラシックなローヌを思わせる、青系や紫系の果実、ラム肉、スパイスの香り。ビロードのような
口当たりのワインです。     Vinous 92点

ローダイ

プティシラー、ジンファンデル、アリカンテ、カリニャン、ナパガメイ、ネグレット、ムールヴェードル、レフォスコ

☆準定番

ローダイ

この葡萄畑は､ワイナリーのすぐ裏手に位置し､スタッフの自宅からも見えるので､ワイナリーにとって特別に身近な畑です｡土壌
の沖積土には黒曜石が豊富にあり､長年にわたり古代の矢じりが多く発見されています｡これらは全てオーガニック認証を取得
しています｡暖かな土壌を思い起させる､熟した赤い野生のベリーと新鮮なハーブが味わい深いフルボディ｡赤い果実や濃色果
実、果物のチョコレートがけの豊かな香りと共に、ブーケガルニ、ブラックペッパー、常緑樹や様々なスパイスが香ります。繊細
でしっかりとしたタンニンがワインに骨格とテクスチャーを与えます。　Wine Advocate 94点　Vinous 93点

Alc：15.3％
重

Estate Zinfandel （エステート ジンファンデル）

ナパヴァレー

ジンファンデル、グルナッシュ、カリニャン、ミッション

ナパヴァレー

☆準定番/完売Napa Valley Petite Syrah （ナパヴァレー プティシラー）

☆準定番

☆準定番

赤

赤
Alc：15.1％

　＜完売＞　　　　　　　 　　　　希望小売価格　10,000円（税抜）

赤JAN：なし

ナパヴァレー

重

赤

Alc：15.5％

1953年に植樹された葡萄樹を使用しており、畑を所有するハイン家とターリーは長い間、共に最高のワインを造り上げてきまし
た。魅惑的な赤と濃色の果実に火打ち石、ダークチョコレートが感じられます。豊潤でシルキーでなめらかな口当たりで、溢れ
んばかりに甘くきめ細かなタンニンを持ち、長い余韻が楽しめます。　Antonio Galloni 92点、Wine Advocate 92点
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商品名
2020年
産地 1,245ｇ
品種

商品名
2019年
産地 1,237ｇ
品種

商品名
NV

産地 1,398ｇ
品種

商品名
2019年
産地 1,929g
品種

2020年
産地 1,512ｇ
品種

★定番

2020年の夏は並外れた熱波に襲われ、果実の生育が遅れました。しかしその影響で小ぶりな圧搾に適した果皮の葡萄になり
ました。収穫した葡萄は畑ごとに分けられて発酵させた後、フレンチオークとアメリカンオーク樽（内10％新樽）に樽詰めします。
樽熟成中に2度の滓引きを行い、丁寧なろ過を施した後ボトリングされます。2020年はカベルネソーヴィニヨンを14か月の樽熟
成の後、2021年の初冬にブレンド、2022年の1月にボトリングしました。リバティスクールは40年以上ディナーの定番ワインと
なっています。あたたかみのあるリッチなルビー色で、バニラビーンズ、杉やブラックカラントのアロマでグラスが満たされます。
挽き立ての胡椒、甘いオークや濃色果実の味わいに土のニュアンスが混ざり合っています。きめ細かいタンニンと柔らかで長
い余韻、バランスの取れたミディアムボディのワインです。

Troublemaker Blend 15　(トラブルメーカーブレンドフィフティーン)

QUEST (クエスト)

Hope Family Wines  ホープファミリーワインズ

JAN：657891702423
シラー 58%、プティシラー18%、ムールヴェードル11%、グルナッシュ 9%、ジンファンデル4%

Alc：13.5％

＜残りわずか＞　　　　　　　　　      希望小売価格　7,800円（税抜）

赤

★定番

収穫した葡萄は全房圧搾をして発酵前に1-2日間冷蔵。その後5ヶ月間アメリカンオーク樽でシュールリー製法で熟成させ、そ
の間クリーミーさを出すために2回撹拌を行いました。樽熟成後にブレンドし、ボトリング前の1ヶ月間ステンレスタンク内で寝か
せました。色合いは淡い金色で、レモンやオレンジピール、青リンゴのフレッシュなアロマにドライアプリコットやキャラメル、ほの
かなバニラが香ります。クリーミーなバニラの味わいが爽やかな柑橘とアプリコットの風味をソフトにし、ワインにシルキーなテク
スチャーを与えています。                                          2013年ヴィンテージSAKURA AWARDS 2016 ゴールド受賞。

JAN：657891700214

Alc：14.5％
セントラルコースト

　　　　　希望小売価格　3,000円（税抜）
セントラルコースト

クエストはますます評価されているパソロブレスの将来性と意気込みを表現することを目標とした新しいワインです。オークが
点在する山地で、海の影響を受けるこの地で造られたワインはカベルネ主体のブレンドで、甘美で柔らかく深みのある味わい
です。降雨量が少なく岩の多い土壌のパソでカベルネは力強く育ち、アメリカンオークで熟成させることでこのワインならではの
柔らかな味わいが引き立ちます。爽やかなメントール、清涼感のある杉の香りにほのかなココナッツが香ります。この香りが口
中にも広がり、切れのあるウィンターグリーンミント、ダークチョコレート、豊かなバニラにスパイスのアクセントと変化していきま
す。味わいが変化するにつれて、ほのかな常緑樹を感じる後味を柔らかくしなやかなタンニンが豊かにまとめます。
参考2016vin→Wine Enthusiast 93点（2019.9月）

JAN：657891718806 赤
Alc：14.5％

カベルネソーヴィニョン100% 

＜完売、12月入荷予定＞　　　　　　　　　　　　希望小売価格　4,000円（税抜）

パソロブレス

パソロブレス

パソロブレス

★定番

JAN：657891700108
Alc：15.0％カベルネソーヴィニヨン 75％  シラー25％　　

「トレアナ」はホープファミリーの手掛ける最高のワインの一つ。カリフォルニアの大地、太陽の日差し、冷涼な海風などワイン
造りに影響するすべての要素の集大成です。2020年夏に熱波に襲われましたが、その為に小ぶりで圧搾に適した果皮の葡萄
になりました。 品種ごとにフレンチオーク樽で14か月熟成、ブレンドしてから3か月熟成。濃色果実やカシス、バニラビーンズの
リッチな香り。ラズベリーやフレッシュなチェリーの生き生きとした味わいとベーキングスパイスや胡椒の力強い味わいがこのブ
レンドワインならではの個性を与えています。温かみのあるバニラとしっかりしたタンニンのバランスの良い後味、フルボディの
ワインです。10年から15年の年月を優美に熟成していきます。

　　　　　　　　　　　　希望小売価格　6,000円（税抜）
重

カベルネソーヴィニヨン59％、カベルネフラン31％、その他11％

パソ・ロブレスのエリアで昔から愛され続けるローヌ系品種のワインの影響を受けて5品種のブレンドを造りました。ワインの
バックボーンであるシラーが､果実の風味豊かなスタイルとフルボディを造り出し、プティ･シラーが深いルビー色を与えていま
す｡グルナッシュの鮮やかな赤い果実の甘い風味が､ムールヴェードルの素朴で生き生きした風味と混ざり合い､そこにジンファ
ンデルが特徴的な力強さを加えました。平均30か月フレンチ&アメリカンオーク（70%は新樽）で熟成。ベイクした濃色果実のリッ
チな香りと味わいの素晴らしいワインです。挽きたての胡椒、ベーコンの脂やキャラメルの風味が加わり、生き生きとした酸味と
のバランスがよく、華やかな後味です。

　　　　　　　希望小売価格　3,000円（税抜）

重

シャルドネ98%、ヴィオニエ1%、ルーサンヌ1%

　アメリカ/パソロブレス

白

JAN：657891700207 赤

1980年代初頭、ナパヴァレーの5つ星ワイナリー“ケイマス”のチャック・ワグナー氏は、低価格で良質なセカンド・ブランドの創作をもくろみ、カ
リフォルニア各地を渡り歩いてホープ・ファミリーと出会い『リバティー・スクール』 という名のブランドを生み出しました。その後、ハイコストパ
フォーマンスなワインとして大成功を収めた後、ホープ・ファミリーは独立して自らのブランド 『トレアナ』 を設立し、それを機会にリバティー・ス
クールもトレアナ・ファミリーの一員となり、品種もシャルドネ・シラーを加え、更なる躍進を遂げてました。

現オーナー兼ワインメーカーのオースティン・ホープは幼い頃に父母と共にパソ・ロブレスに移住し両親の営む栽培
農家で育った為、葡萄栽培に対する興味と情熱を若いころから自身の中で育んでいました。ナパ、モントレー、サン
タ・マリアにてチャック・ワグナーの下で学びながら、カリフォルニア・ポリテクニック州立大学にて果樹に関する技術
開発、栽培、生理学を研究する果樹園芸学を修めます。1996年には、ドミナスやケイマスでの従事経験を持つ現ス
ワンソン・ヴィンヤーズのヘッドワインメーカー、クリス・フェルプスと協力し「トレアナ」の初ヴィンテージを造ります。
オーナーとして就任後もワイン造りに対する前向きな姿勢は変わらず、マルチヴィンテージブレンドが特徴的な「カン
ダー」や「トラブルメーカー」等を生み出しています。
Wine Enthusiast’s 2022 Wine Star Awards “American Winery of the Year”受賞

中重

Treana Red (トレアナ レッド)

赤

辛口

Liberty School Cabernet Sauvignon　(リバティースクール　カベルネソーヴィニヨン)

Alc：13.5％

★定番

中重

★定番

Liberty School Chardonnay　(リバティースクール シャルドネ)
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商品名
2020年
産地 1,413g
品種

商品名
2019年
産地 1,363g
品種

商品名
2019年
産地 1,700g
品種

商品名
2017年
産地 1,600ｇ
品種

商品名
2016年
産地 1,539g
品種

　アメリカ/パソロブレス

　　　　 　　　　希望小売価格　5,500円（税抜）
白

ロゼ

Alc：14.7％

Alc：14.5％

Treana Blanc (トレアナ ブラン)

白 辛口

赤
Alc：15.5％

シラー、ムールヴェドル、ヴィオニエのブレンド

サンタバーバラAVA産の白ローヌ品種の持てる特色を余すところなく引き出しました。タンジェリンと熟したメロンのアロマ。口に
含むと桃とアプリコットの味わいがし、フィニッシュは、ほのかなヘーゼルナッにバランスの良い酸とジューシーなハニーサック
ルがアクセントとなっています。80％はニュートラルのオーク樽で、20％ステンレスタンクで5か月熟成。
Tasting Panel 93点　　※参考Wine Spectator TOP100 2015年vin→第31位、2014年vin→第29位。

ヴィオニエ+ルーサンヌ+グルナッシュブラン+シャルドネのブレンド

辛口

★定番

シャルドネ 100％

　　　　　希望小売価格　6,000円（税抜）

Hope Family Wines  ホープファミリーワインズ

Treana Chardonnay (トレアナ シャルドネ)
　　　　希望小売価格　5,500円（税抜）

セントラルコースト

JAN：734352141493

セントラルコースト JAN：734352000196

Tenshen　テンシェン　 （Guarachi Partners）

　　希望小売価格　6,000円（税抜）
JAN：734352141592

※日本初入荷。明るく鮮やかなピンクの色合い。熟成はステンレスタンクで行っています。ネクタリン（すももの一種）、スモー
キーな　スパイス、スイカのフレーバーを持っています。素晴らしい骨格と質感を持っていて、とても澄んでいてフルーティーな
フィニッシュです。Wine Ｓｐｅｃｔａｔｏｒ90点。

Tenshen Rose  （テンシェン ロゼ）
＜終売＞　　　　                   　　 　　　価格　4,500円（税抜）

セントラルコースト

ダークチェリー、ブラックプラム、白胡椒と春めいた花々の香りが濃厚なブラックベリーの味わい。口当たりは柔らかく、フレッ
シュな酸と甘い上質なタンニン、濃色果実、ローストした肉の香りが溶け合い、ジューシーなフィニッシュと導かれます。オーク
樽（20%新樽）内で10カ月熟成。Tasting Panel 92点、Wine Enthusiast 91点

マルサンヌ47%、ヴィオニエ35%、ルーサンヌ18%　　

次ページ記載のサンタバーバラのTensleyのオーナーJoeyとTGIC Global Fine Wine Company創立者でCEO、Guarachi Family Winesワイン
メーカーのAlex Guarachiのコラボワイン。テンシェンでワインメーカーを務めるジョーイ・テンスレーはフェス・パーカーを始め、バブコック、ベッ
クメンと、いずれもサンタ・バーバラで素晴らしいシラーを造る名高いワイナリーで経験を積み、念願の自身のワイナリー「テンスレー・ワイン
ズ」を設立しました。デビュー早々、辛口評論家マット・クレイマーに「世界TOP10ワイン」の称号をもらい、ワイン・アドヴォケイトでもその後、
着実に高得点を獲得しています。テンシェンにおいてもデビュー直後に別紙TOP100の上位30位内に躍り出る等、その実力はお墨付きです。
ワイン造りにおいては不変の哲学とする「最良の葡萄を使い、畑に自ずと語らせる事」を最も大事にしています。テンシェンで使用する葡萄は
選りすぐった複数の畑から産出されています。オーハイ、マージュラム等にハイクオリティーな白品種を提供してきたハッピー・キャニオン
AVAのジャック・マッギンレー（元ウェスタリー・ヴィンヤード）、テンスレー自身のワイナリーでも使用するキャンプフォー、ポール・ホッブスをコ
ンサルタントに迎え2011年のデビューから90点台を獲得したブレイブ＆メイデン等、優良な畑が名を連ねています。

★定番

セントラルコースト

☆準定番

Alc：14.7％

Tenshen White  （テンシェン ホワイト） ☆準定番

JAN：657891714129

辛口

☆準定番

白 辛口

　アメリカ/カリフォルニア

2020年の生育期や収穫は例年に近いこともありましたが、巨大な嵐や、激しい熱波に見舞われることもありました。8月初旬か
ら9月の終わりまでカリフォルニア州の至る所で山火事が発生しましたが、初期及び最終的なテストの際も火事の煙による影響
は確認されず、確かな品質の葡萄を収穫しました。ミディアムボディのワインでクリーミーなキャラメルが香ります。フレッシュな
蜂蜜、サマーメロン、みずみずしいメイヤーレモンの生き生きとした味わい。ミネラルとフレッシュな酸味のバランスの良い後味
が長く続きます。ニュートラルなアメリカンオークとフレンチオークで7か月シュールリー、その後新フレンチオーク樽で1か月で熟
成。

Alc：14.5％

サンタバーバラ
シラー+グルナッシュ+ムールヴェドル+プティシラー+メルローのブレンド

重

白桃とアプリコットの風味の素晴らしいフルボデイのニューワールドのローヌブレンドです。2019年は比較的涼しい気候で生育
や熟成が遅れましたが、予想以上に凝縮した味わいの葡萄となりました。発酵をフレンチオーク樽で行います。その後フレンチ
オーク樽で16カ月間澱と共に熟成、ブレンドして更に2カ月半熟成。白桃とアプリコットのアロマとレモンの皮やフレッシュなオレ
ンジの花の風味が調和しています。リッチで滑らかな口当たりがワインに重みを与え、クリーミーな後味が続きます。生き生きと
した酸味とまろやかな味わいとのバランスが良いワインです。スパイシーなカレー、ローストしたサーモン、ゆでたロブスターに
よく合います。※参考2014vin→Wine Enthusiast 91点、Wine Advocate 90点

JAN：657891700115

Tenshen Red  （テンシェン　レッド）　　
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商品名
2016年
産地 1,559g
品種

商品名
2017年
産地 1,327g
品種

商品名
2017年
産地 1,800ｇ
品種

商品名
2013年
産地 1,800ｇ
品種

商品名
2017年
産地 1,344ｇ
品種

Alc：15％

JAN：861155000433

シャルドネ

サンタバーバラ

☆準定番

JAN：なし

Joey Tensley Cabernet Sauvignon （ジョーイテンスレー カベルネソーヴィニヨン ）

Colson Canyon Grenache （コルソンキャニオン グルナッシュ ）

赤
カベルネソーヴィニヨン

辛口

Alc：15％

白
　＜完売＞　　　　　　　　　　　　希望小売価格　4,500円（税抜）

重

Alc：14％

2016年に畑を購入。2009年度（22位）、2010年度（17位）、2018年度（25位）、最新の2019年度（14位）とWine Spectator誌
TOP100に4度選ばれたワイン。自社畑として購入した後はキャノピーマネージメントを始め剪定や水やり等、畑の管理に細心
の注意をはらうことで、2016年、2017年共に非常に高品質な葡萄の収穫に成功しています。2017年はチョコレート、ベーコン、
濃色果実の濃厚なアロマとベルベットのようなタンニンがまろやかに溶け合っており、リッチな味わいのワインに仕上がってい
ます。熟成時にフレンチオーク樽を20％使用しているので、長く続く余韻のなかにバニラの樽香が香ります。すぐに飲むのはも
ちろん、この先12年程は経年の味の変化が楽しめるワインです。Jeb Dunnuck 97点、Wine Spectator 95点、Vinous94点、
Wine Advocate93点

JAN：なし
　　　　　　　　　　　希望小売価格　9,000円（税抜）

重

シラー100％

シラー100％

グルナッシュ100％
サンタバーバラ

赤

セントラルコースト

　アメリカ/サンタバーバラ

Colson Canyon Syrah  （コルソンキャニオン シラー ）

　　　　　＜完売＞　　　　　　　　　　　　希望小売価格　9,000円（税抜）

SBC Syrah （エスビーシー シラー ）

セントラルコースト

☆定番

赤

☆準定番

とがった岩だらけの土壌のコルソンキャニオン産葡萄は深くまろやかで非常に濃厚なワインを産み出します。葡萄の30％は房
のまま置き、残りは房からはずします。ワインは約21日間発酵後、プレスしてニュートラルなフレンチオーク樽で熟成。鮮やかで
フルーティー、　スパイシーなブラックとレッドのチェリー風味を持つワインです。Antonio Galloni 91点

サンタバーバラ

Alc：14.5％

JAN：861155000457

テンスレーワインのJoey Tensleyラインは、古典的な品種から独特な味わいを引き出しながらも、手に取りやすい価格で提供さ
れています。2017年シャルドネはセントラルコーストのテロワールを豊かに表しており、レモンカード（レモン味のクリームのよう
なもの）、青りんごのフレッシュな酸味と、ほんのりと香るバニラがバランスよく調和しています。ターキーのバーガーや寿司ロー
ル（カリフォルニアロール的なもの）、ロブスター等と良く合います。Jeb Dunnuck 91点

Tensley Winesの新ブランド、日本初輸入。パソロブレスとサンタバーバラ郡で収穫された選りすぐりの葡萄を使用。フレッシュな
酸と花のニュアンスはサンタバーバラの畑から、鮮やかなフルーツの香りと濃厚なテクスチャー、濃色果実の優雅なフレーバー
はパソロブレスから、と産地の個性を見事に表した他に類を見ない仕上がりです。スパイスと複雑味を持ち合わせながらも親し
みやすい味わいで、幅広い料理とのペアリングが楽しめます。ニュートラルのフレンチ樽で10ヶ月熟成。※キャップシールなし。

Tensley Wines   テンスレーワインズ

サンタバーバラから北西に進んだサンタイネズに自社所有畑を持つシラーにこだわりを持つ家族経営のワイナリー。
1993年に『Fess Parker Winery』からワインビジネスをスタートしたオーナー兼ワインメーカーのJoey Tensleyはその
後、サンタバーバラのTOPワイナリー『Babcock Vineyards』でアシスタント・ワインメーカーを務めます。ここで「偉大な
ワインは偉大な葡萄から ”のみ”生まれる」という重要な経験を積み、1998年に『Beckmen Vineyards』 にてワイナ
リーの一隅を間借りして念願であった自らのレーベルでのワイン造りを始動させました。当初から葡萄の個性を活か
したシラーワインへのこだわりは、市場に広く受け入れられ、またたく間にサンタバーバラのトップワインリストに踊り
出ます。最初の出荷は僅か100ケースでしたが、2006年には3,300ケースになりマンハッタン（Gotham Bar&Grill）、シ
カゴ（Bin36）、ラス・ベガス（Picasso）、ナパヴァレー（Bistro Jeanty）等の有名レストランにもオンリストされました。
マット・クレイマーはテンスレーの2001年シラー2種を、　ワインスペクテイター誌の世界のトップ10ワインに加え、Wine
Advocate等でも毎年高得点を獲得しています。　　　　　 Colson Canyon Syrah 2008 →『Wine Spectator2010年
TOP100』17位、Food＆Wine誌『2008全米ベストシラー』　　　　　マット・クレーマー「世界TOP10ワイン」、Wine
Advocate 99点（2008 Tensley Syrah Anniversary Series ）

2017年ヴィンテージのSanta Barbara Countyシラーは、サンタバーバラのマイクロクライメイトの恩恵を生かし、ヴィンヤードの
異なるシラーをブレンドする事で葡萄の個性を余すところなく引き出しています。コルソン・キャニオンとクローバー・クリーク産
の葡萄が醸すプラムやブラックベリーの濃厚なアロマと丸みのあるスモーキーさに、冷涼なヒルトップ・ヴィンヤード産の葡萄が
明るい赤の果実のフレーバーとフレッシュな酸味を加えています。すぐに飲むのはもちろんのこと、この先7年程は経年の変化
が楽しめます。Jeb Dunnuck 93点、Wine Spectator 93点。

JAN：なし

☆準定番

重
Alc：14％

＜完売＞　　　　   　 　　　　　希望小売価格　5,900円（税抜）

重

赤

Joey Tensley Chardonnay （ジョーイテンスレー シャルドネ ）

＜完売＞　　　　　 　　 　　　　希望小売価格　3,500円（税抜）
☆定番
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商品名
2019年
産地 1,347ｇ
品種

商品名
2016年
産地 1,400ｇ
品種

商品名
2018年
産地 1,322ｇ
品種

商品名
2015年
産地 1,263g
品種

シャルドネ100%

Alc：13.9％

Ballard Canyon Estate Syrah （バラードキャニオン エステート シラー） ★定番

＜完売 ＞　　　　　　　　　　　　希望小売価格　4,500円（税抜）
サンタバーバラ

辛口

Santa Barbara County Sauvignon Blanc　(サンタ バーバラ カウンティー ソーヴィニヨンブラン)

サンタバーバラ
　　　希望小売価格　5,000円（税抜）

Alc：13.6％

　アメリカ/サンタバーバラ

　　　　希望小売価格　6,000円（税抜）

Rusack  Vineyards   リュサック ヴィンヤーズ

重
　　　　　＜完売 ＞　　　　　　　　　　　　希望小売価格　6,000円（税抜）

サンタイネズヴァレー

サンタバーバラ

サンタバーバラカウンティにある栽培地域の冷涼な北部に位置するソロモンヒルズヴィンヤードの葡萄を使用。この地域は朝
は霧が発生し、午後は太平洋から風が吹きます。夜明けの早い時間に葡萄を収穫、フレンチオーク樽100%（内48%新樽）で11カ
月熟成させ、無濾過で瓶詰めを行います。いちごやラズベリーのフレッシュでジューシーな香りに、キャラメルやほのかなオレン
ジメレンゲが香ります。しっかりとした酸味やバランスのとれたエレガントな味わいは料理によく合います。

JAN：615627677506 赤

JAN：615627617502

『世界クラスのワイン造り』を目指して1995年ジョフ・リュサックとアリソン・リュサックによって設立。 ヒュー・ジョンソン
「ポケットワインブック」★★★生産者。2001年の収穫後、元からあった多くの葡萄樹を引き抜きワインメーカーの指
導の下に植え替えました。バラードキャニオンの独特の地質を生かし、栽培種を地域気候に最適な品種だけに限定
しています。初代ワインメーカーとワイン醸造学者はジョン&ヘレン・ファルコーネ夫妻。イタリアのワインメーキングの
家庭に生まれたジョンは19歳の時に伯父のモントレーヴィンヤードで働き、ワイン造りの道を歩き始めました。リュ
サックに入る前、ジョンはアトラスピーク・ヴィンヤードでトップワインメーカーの地位にいたのを含め長い年月ナパで
働いていました。ヘレン・ファルコーネもチムニーロック・ワイナリーとコドーニュー・ナパ・ワイナリーでアシスタントワ
インメーカーとして、ナパのワイン業界で働い実績があります。二人がリュサックに入った大きな理由は、“手作りワイ
ン”に戻りたいという想いとサンタバーバラが今や少量生産ワイナリーにとって偉大なワインを製造出来る力を生か
すのに最良の土地の一つである為。
セントラルコーストで生まれ育った現ワインメーカーのスティーブン・ゲルバックは、母親がワイナリーで働いていた事
もあり、幼いころからワイン造りに親しんでいました。サンタバーバラのカリフォルニア州立大学を卒業後、セントラル
コーストの著名なワインメーカーであるブランダ―にてセラーアシスタントとして迎え入れられ、ボルドー品種や古典
的なスタイルのワイン造りの経験を積みます。2001年のリュサックの葡萄樹植替えと畑改良直後の2003年、ファル
コーネ夫妻の元、アシスタントとしてリュサックの一員に加わり、改良されたばかりの畑を目の当たりにした彼は、こ
の場所こそ最先端の畑で高品質なワインを造れる所だと感じたそうです。生産アシスタント、醸造責任者として働き
ながら、2012年にはカリフォルニア州立大学デービス校にて醸造学の資格を取得。満を持して彼はリュサックのワイ
ンメーカーとして任命されました。
リュサックの印象的なロゴデザインは、カリフォルニア南岸沖のサンタ・カタリナ島の名物でもあるカタリナタイルをモ
チーフにしています。アリソンの祖父母がサンタ・カタリナ島に創立したタイル工房での出会いがきっかけになりまし
た。職人達が手作りするカタリナタイルは、シンプルながら優雅で鮮やかな色合いを持っており、彼らの精巧さとクリ
エイティビティは、リュサックが創立当初からぶれる事なく行ってきた少数精鋭チームでの丁寧なワイン造りとこだわ
り、情熱と重なるものを感じたそうです。家族のつながり、匠の技、自然、芸術をイメージして造ったカタリナタイルの
リュサックロゴは、チームで丁寧に造られたエレガントなリュサックのワインの象徴でもあるのです。

Santa Barbara County Pinot Noir　(サンタバーバラ　カウンティ　ピノ ノワール) ★定番

Santa Barbara County Chardonnay　(サンタ バーバラ カウンティー シャルドネ)

シラー92%、プティシラー8% Alc：14.2％
サンタ・イネズ・ヴァレーの中心部で栽培された葡萄は、日が昇る前の涼しい時間帯に収穫し、果実は冷たい状態のまま選定
テーブルに運ばれ除梗、破砕します。破砕された葡萄は果皮と共にオープンタンクに入れられ発酵とマセラシオンのプロセスに
入ります。深い色合いとスパイシーな風味、タンニンを引き出すため果皮浸潤を行い、10日間程手作業で攪拌。発酵と果皮の
除去後、94％フレンチオーク・6%アメリカンオーク樽（内64%新樽）で寝かせ、無濾過のままボトリング。カシス、ブラックベリー、リ
コリスのアロマに加え、ドライチェリーや濃色ベリー、ココア等の濃厚な味わいが溶け合い、ベルベットのようなタンニンがバラン
ス良くまとめています。Wine Enthusiast 91点、Jeb Dunnuck 91点、Vinous 90点、※参考2008vin→Wine Spectator TOP100ワ
イン第27位。

白 辛口
ソーヴィニヨンブラン100%（Rusack産47%、Vogelzang産28%、Stolpman25%）

重

赤

使用したシャルドネは全てサンタ･マリア･ヴァレーAVAにある冷涼な気候のビエン･ナシード･ヴィンヤードから収穫されました｡
葡萄果実を全房圧搾し静置･沈殿後､果汁をフレンチオークの新樽･旧樽で樽発酵しました(新樽率33%)｡4か月間､2週間に1度､
澱を撹拌し､マロラクティック発酵を行い､10か月間の樽熟成を行いました｡果実のアロマとバランスの良い酸味とが相まった、こ
の地域ならではの素晴らしいワインです。ハニーデュウメロン、アジア梨、オレンジの花や柑橘の香りが際立つ切れの良い白ワ
インです。生産者の愛情がこの産地の最高の品質をここに表現しました｡　　　　Wine Enthusiast 92点

60%ステンレスタンク発酵、40％ニュートラル・アメリカンオーク発酵（11カ月間シュールリー熟成中3～4カ月撹拌）。ブレンド後、
10%フレンチオーク新樽、10%使用したフレンチオーク樽で更に8ヶ月熟成。熟したグレープフルーツと白桃の凝縮した味わいの
ドライなスタイル。果実の香りが爽やかな擦りおろしたタンジェリン、ほのかなメイヤーレモンの味と溶け合い、フルーティーなが
ら切れ味のあるフィニッシュへと導かれます。

Alc：14.4％
JAN：615627627501

★定番

★定番

JAN：615627657508 白

ピノノワール100％(Solomon Hills100％)

スティーブン・ゲルバック
ワインメーカー
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商品名
NV

産地 1,156g
品種

商品名
NV

産地 1,148g
品種

商品名
NV

産地 1,150g
品種

商品名
2016年
産地 1,344g
品種

商品名
2017年
産地 1,344g
品種

商品名
2018年
産地 1,214g
品種

商品名
2017年
産地 1,214g
品種 シャルドネ100% Alc：13.5％

赤

JAN：684586011157

★定番

★定番

Old Vine Estates Chardonnay (オールドヴァイン エステーツ シャルドネ)

現在アルゼンチンが主要栽培地として知られるマルベックですが、ローダイでも育てられています。複雑な果実味、口当たりの
良さ、暗赤色でミディアムからフルボディのスタイルが特徴。なめらかなタンニンがグリルされた肉料理と最高にマッチします。

Old Vine Estates Cabernet Sauvigonon (オールドヴァイン エステーツ カベルネソーヴィニヨン)

Alc：13.5％

ローダイ中心部モークラム・リバー・サブAVAにあるマンナランチの葡萄を使用。包み込むようなブルーベリーやブラックベ
リー、ダークチェリーが感じられる心地良い味わいのミディアムボディ。ソフトなタンニンとなめらかなフィニッシュ。アメリカン
オーク50％、ハンガリアンオーク50％で6～10ヶ月熟成。ニュートラルの樽を使用し、樽香が強く前面に出過ぎないようにしてい
ます。

カリフォルニア

Regio Malbec　(レジオ マルベック)

カリフォルニア

葡萄はローダイ、メンドシーノ、冷涼なセントラルヴァレー産をブレンド。一部はフレンチとアメリカンオーク樽で熟成し、ソフトな
オークとスパイスの風味を足しています。非常になめらかなフィニッシュのミディアムボディ。食前またはグリルした肉や野菜、
スパイスの効いたパスタ、チーズやダークチョコレートを使用したデザート等のペアリングがおすすめです。※「オールドヴァイ
ンエステーツ」はブランド名で古木を使用しているわけではございません。

白

★定番

重

Regio Cabernet Sauvignon （レジオ カベルネソーヴィニヨン）

赤

ジンファンデル100%

辛口

ローダイはそのサンフランシスコ湾に影響された朝晩の寒暖差から、最高のシャルドネも産出しています。このような微気象は
サクラメント川からデルタにかけて位置するブドウ園でも見られ、長い成育期とそれによる成熟し程良い酸味を持った果実が作
られます。仄かな柑橘系にパイナップル、マンゴー、樽のニュアンスが心地良く香ります。

重

★定番

★完売

中重

骨格と複雑なフルーツの味わいを出す為に、モントレー、メンドシーノ、ローダイ産ピノノワールとローダイ産シラーを混ぜたブレ
ンド。早めに収穫した葡萄も加え、酸味とベリーっぽさも強調しています。ステンレスタンクで発酵させ、一部を1.2年もののフレ
ンチとアメリカンオーク樽を使い6カ月熟成。食前、チキンやサーモン、リゾット、七面鳥やベジタリアン料理と共に楽しんで頂き
たいです。

Scotto Cellars  スコット セラーズ

＜完売＞　　　　  　　　　　　　希望小売価格　2,200円（税抜）

スコット・セラーズは、5代に渡って一族が経営するワイン会社です。所在地はローダイ。チームメン
バーは家族としても扱い、彼らには常に積極性とクリエイティブさを持つことを求めています。各人
が良き聞き手でありながら、自社とワインに対する前向きさ、熱意、情熱と誠実さを表現
することを恐れないイノベータ―です。資質ある人材とチームメンバーたち
で周囲を固める状況は、彼らの声に耳を傾けて、初めて意味を成します。
現在、スコットセラーズはCEOのアンソニー・スコットを中心にワインディレ
クターのポール・スコットなど同じ熱意を持ったメンバーで構成されています。

中重

ローダイ

デルタとローダイにある成熟したヴィンヤードのシャルドネに少量のシンフォニーを加えて複雑さと味わいを豊かにしました。更
に、繊細な柑橘系のフレーバーとアロマを保つため、ステンレスタンクで冷却発酵をしました。ぱきっとしたシトラスの味と香り
を、食前、またはサラダやローストチキン、焼き魚に、リゾットや七面鳥等と楽しんでいただきたいです。

レジオとはイタリア語で高貴さを表します。ローダイはカリフォルニアでも特に優れたジンファンデル種の生まれる畑が集まって
います。エリア内でも最も古いO.V.O.C（オールドヴァイン、オールドクローン）の葡萄を使用。これらの畑から産まれる果実は収
穫量を少なくし、アロマと旨みを凝縮させたカリフォルニア特有の品種となります。 San Francisco Chronicle Wine Competition
2014/Sunset International Wine Competition 2014 GOLD MEDAL。

　　＜完売＞　　      　　 　　　　　希望小売価格　2,200円（税抜）

★定番

カベルネソーヴィニヨンとジンファンデルとルビー・カベルネのブレンド

Alc：13.0％

カリフォルニア

　　＜完売＞　　 　　 　　  　　　　希望小売価格　2,500円（税抜）
JAN：684586470084

JAN：なし

ローダイ

JAN：684586470015

赤

JAN：684586470060

　＜完売＞　　 　　　　　　 　　　希望小売価格　2,200円（税抜）

　　　　　　　　　　希望小売価格　2,800円（税抜）

辛口
Alc：13.5％シャルドネとシンフォニーのブレンド

    　　希望小売価格　2,500円（税抜）

Regio Chardonnay　(レジオ シャルドネ)

赤

Alc：13.0％

カベルネソーヴィニヨン100%

マルベック100%
赤

JAN：なし

Old Vine Estates Pinot Noir (オールドヴァイン エステーツ ピノ ノワール)

　　　　　希望小売価格　2,800円（税抜）

重

ピノノワール85% シラー15%

Alc：13.0％
ローダイ

　アメリカ/ローダイ

白

JAN：なし

Regio O.V.O.C Zinfandel （レジオ オーブイオーシー ジンファンデル）

★定番

Alc：13.5％

ローダイ
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商品名
2021年
産地 1,398g
品種

商品名
2020年
産地 1,329g
品種

商品名
2020年
産地 1,379g
品種

商品名
2018年
産地 1412g
品種

Integration （インテグレーション） ★定番
　　　  　　  　　　希望小売価格　2,500円（税抜）

カリフォルニア JAN：810013040623 赤 中重
カベルネソーヴィニヨン、メルロー、ジンファンデル Alc：13.9％

インテグレーションは使用される葡萄の品種や産地などは特に決められておらず、その年の状況に応じて変化しています。
2018年はセントラルコースト、ローダイ、セントラルヴァレー北部等で栽培されたカベルネソーヴィニヨン、メルロー、ジンファンデ
ルを使用。オリーブ、ココアパウダー、ブラックカラントやブラックチェリーのアロマに、アニス、スミレの味わい。力強く、活力あ
ふれるワインです。スペアリブのグリル、トマトソースのピザやパスタ、グリルしたマッシュルームの料理によく合います。

クインテッサ、マウント・ヴィーダー、フランシスカン、国外ではチリのヴェラモンテ等、名だたるワイナリーでワインメーカーを務めたラリー・レ
ヴィン氏が価格とのバランスに見合う本当に良質なピノ・ノワールだけを造る事にこだわり抜いて造るワイン。ロバート・パーカーのワイン・ア
ドヴォケイトやワイン・エンスージアストもいち早く目を付け、低価格で味の評価が高いというベスト・バイという評価をつけています。

Fior di Sole　フィオール ディ ソーレ

イタリア出身の醸造家により設立されたフィオール・ディ・ソーレ社はナパヴァレーの中心地にあり、24年以上カリフォルニアで素晴らしいワイ
ンを造り続けています。フィオール・ディ・ソーレとは、イタリア語で「太陽の花」という意味。カリフォルニア各地の葡萄栽培者や生産者と提携
し、高い技術や機能的な施設で、様々なスタイルのワインを世に送り出しています。また、質の良い葡萄栽培のマネージメントも行っており、
栽培者からの厚い信頼を得ています。柔軟性や適応力を大切にし、ワインの醸造、パッケージング、流通などにおいて革新的なビジネスを
展開しています。産業排水の削減や減農法栽培、梱包材や印刷コストの削減など、サステナブルなワイン造りにも力を入れています。

Alc：13.5％

ピノノワール90%、シラー10%

★定番

Alc：13.5％

　　希望小売価格　3,000円（税抜）

Block Nine　ブロック ナイン

Alc：13.1％
カリフォルニア

District One Cabernet Sauvignon（ディストリクトワン カベルネソーヴィニヨン）

District One Chardonnay（ディストリクト ワン シャルドネ）

JAN：183491000190

中重

白

★定番

JAN：183491000282

カベルネソーヴィニヨン90％、プティシラー10％

2020年は穏やかな春に始まり、夏の間の適した気温により葡萄は順調に育ちました。9月初旬のレイバーデイから続く熱波の
影響で葡萄の糖度が急激に上がったため、ワイナリースタッフ総出で収穫を急ぎました。アメリカンオーク樽で10か月熟成し、
ブラックベリーとカシスの濃厚で豊かなな味わいのフルボディです。口当たりが良くバランスが取れていて複雑さに富んでいま
す。甘いタンニンとソフトなトーストしたオークの香りが柔らかに感じられるフィニッシュです。※参考 2016年ヴィンテージ→WINE
X DEGITAL MAGAZINE 95点

カリフォルニア

中

赤

　（希望小売価格　3,000円（税抜）

シャルドネ100％ 
カリフォルニア

CAIDEN'S Vineyard Pinot Noir(ケイデンズヴィンヤード ピノノワール)

★定番

JAN：183491000299

　アメリカ/カリフォルニア

赤

Freelander　フリーランダー

希望小売価格　3,000円（税抜）

辛口

2020年は豊作の年でした。夏の間の気温が葡萄が熟するのにとても適しており、これまでよりも遅く収穫することができました。
その結果素晴らしい品質の葡萄が豊富に収穫でき、ワイン造りにおける生産と収穫とのバランスをとる時間が十分にありまし
た。フレンチオークとアメリカンオーク樽で10か月熟成。熟したパイナップル、洋なし、パッションフルーツの味わいと酸味がバラ
ンスよく調和しています。クリーンで澄んだフィニッシュの中に仄かな樽のバニラが香ります。WINE X DEGITAL MAGAZINE 90
点

熟したチェリーやベリーの豊潤な味わいが長く続く素晴らしいワインです。豊かで生き生きとした果物の香り、いちご、すみれ、
プラム、紅茶のアロマにほのかにクローブが香ります。風味豊かでシルキーな口当たりのしっかりとしたボディで、ワイルドチェ
リーとほのかなサンダ ルウッドの香りが複雑な後味をもたらす魅惑的なワインです。2012･2013・2014年ロバートパーカー's #1
rated value Pinot Noir（CA uｎder$25）

上記、Block Nineの姉妹ブランドとして、2016年ファーストヴィンテージをリリース。フリーランダーは設立からナパ
ヴァレーのセントヘレナで造られています。エレガントで印象的なワインを造る為、慎重に選び抜いた複数の畑の葡
萄を使用しています。ワイン造りを長年続けてきた経験を生かして低価格帯の中でもクオリティーとコストパフォーマ
ンスが最高のワインが生み出せると私達は信じています。ワインメーカーはBlock Nineと同じく、名だたるワイナリー
でワインメーカーを務めたラリー・レヴィン。

←Robert Parker’s and The Wine Advocate’s

#1 rated value Pinot Noir from California 3年連続獲得！
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商品名
NV

産地 1,544ｇ
品種

商品名
2017年
産地 1,544ｇ
品種

商品名
2018年
産地 1,191ｇ
品種

商品名
2018年
産地 1,193ｇ
品種

商品名

2013年

産地 1,222ｇ
品種

商品名

2020年

産地 1,160ｇ

品種

白

やや辛口

12時間のスキンコンタクトにより、ゲヴェルツトラミネール特有の素晴らしいアロマを引き出しています。20％はオレンジワインと
して発酵、残りは低温で20日間自然酵母を用いて残糖度（18g/L）になるまで発酵させています。樽は一切使用せず、マロラク
ティック発酵も行っていません。バラやライチ、クローブが豊かに香ります。パッションフルーツ、メロン、タンジェリンの味わいで
切れの良いワインです。

辛口

　希望小売価格　　3,000円（税抜）

Alc：12.0％

辛口
シュナンブラン100％（Hahn Hill Vineyard）

JAN：899552001180

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　希望小売価格　3,000円（税抜）

Alc：12.9％

Alc：12.9％

辛口
Alc：13.5％

Gewurztraminer （ゲヴェルツトトラミネール )

ゲヴェルツトラミネール100％（Ramos Vineyards）

　　希望小売価格　3,000円（税抜）

白

リースリング100％（Wallula Vineyard）

ワシントン

★定番

ホースヘブンヒルズ

　アメリカ/コロンビアヴァレー

泡 白

Dry Riesling Wallula Vineyard (ドライ リースリングワルラヴィンヤード)

ホースヘブンヒルズの標高1,100フィート（コロンビア川より700フィート上）にあるワルラヴィンヤード産葡萄を使用。比較的温暖
で風が強く吹きさらしの砂質土壌を持っている一画で、しっかりとした酸を携えながら凝縮感もある味わいの葡萄が育ちドライ
なワインが造りやすい畑です。天然酵母を用いて30日間低温発酵した後、ステンレスタンクで熟成。キレが良く柑橘類、桃、ミネ
ラルが感じられます。

　　　　＜完売＞　　　　　　　　　　　　希望小売価格　3,000円（税抜）

Alc：12.5％
JAN：899552001142

ドライとスイートの人気と需要からその中間の味わいを持ったリースリングとして生産。糖度22-23Brix.程度で早めに葡萄を収
穫。果汁を30日間低温発酵し、ステンレススチールタンクで天然酵母を用いて熟成。ジャスミンや洋ナシ、リンゴの香りにアプリ
コット、ジャスミンの味わいで、切れの良さと甘さとのバランスがとれています。
Wine Spectator 89点　　2010年ヴィンテージ⇒『Wine Enthusiast TOP100 BEST BUYS 2011』第1位!

Chenin Blanc Hahn Hill Vineyard (シュナンブラン ハーンヒルヴィンヤード)

Alc：11.5％

★定番

　希望小売価格　　3,000円（税抜）

Pacific Rim   パシフィックリム

JAN：899552001173

White Flowers Sparkling Riesling Brut (ホワイトフラワーズスパークリングリースリングブリュット)

リースリング100％

★生産終了/終売

JAN：899552001197

白

シャンパーニュ方式で造られたリースリング100%の辛口スパークリング。以前販売していた商品はシャルマー方式で製造して
いましたが、製法・ボトルデザインを変更して再リリース。熟成期間は9か月。クリーミーな口当たりで愛らしい花の香り。

1992年ナパのボニー・ドゥーンからリリースされたパシフィックリム・ドライリースリングはアメリカ人の味覚がより複雑で軽快な酸味を持つワイ
ンへと好みが変わっていくにつれ、オーク香が先行した平面的な白ワインに代わる選択肢となりました。需要と人気の高さからリースリングに
特化するワイナリーの構想へと発展。2006年8月、ボニー・ドゥーンから少人数のスタッフが『アメリカで最高のリースリングを造る』という思い
を持ちノースウェストで『パシフィックリム』ワイナリーを設立。コロンビアヴァレーはリースリング栽培に理想的な土壌と気候をもたらします。現
在イタリアのバンフィ社が所有しており、方向性やワインメーカー、製法は継承しています。

コロンビアヴァレー

★定番

中辛口

ヤキマヴァレー

JAN：899552001036

★定番

オーガニック。天然酵母を使用し農薬は一切使わずリースリングの複雑な性質を保全する為、オーク樽の使用やマロラクティッ
ク発酵は行わずステンレスで熟成。ハニー、ジャスミン、シトラスの風味が際立ち、甘さと酸味の完璧な比率で洗練されたスタイ
ル。アジア料理やスパイシーな料理、風味豊かな新鮮なローカルフードと見事に融け合います。

Riesling Made With Organic Grapes(リースリング メイドヴィズ オーガニック グレープス)

Riesling J　(リースリング ジェイ)

JAN：899552001074コロンビアヴァレー

リースリング100％

白
リースリング100％

白

★定番

　　　　　　　　　希望小売価格　2,500円（税抜）

1968年、南向きの斜面に植樹されたヤキマ・ヴァレーでも最古の葡萄樹の一つです。締まった酸味を引き出すためステンレス
スチールタンク発酵しており、合わせる食事をより美味しく頂けるよう工夫しています。樽は一切使用せず、マロラクティック発
酵も行っていません。また、酵母の添加もしていません。梨、クインス、グレープフルーツの酸が際立つ鮮やかな味わい。

ヤキマヴァレー 中辛口
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商品名
2018年
産地 1,160ｇ
品種

商品名
2016年
産地 686ｇ
品種

商品名
NV

産地 682ｇ
品種

商品名
2017年
産地 1,148g
品種

　アメリカ/オレゴン

ラズベリーをアルコール度0.5％まで発酵させ葡萄の蒸留酒を加えて製造。このワインの為に栽培したモリソン種と呼ばれるラ
ズベリーは苦みが少なく豊かなフレーバーを持つ特殊な品種です。ワシントン州マウントヴァ―ノン産。デザートワインとしても、
お気に入りのスイーツ(チョコレートケーキ、チーズケーキ等)に添えても格別です。カクテルやシャンパンに混ぜて飲むのもお薦
め。ラズベリーの香りが濃縮され、驚くほどの存在感があります。残糖度20.1%。※375ml　Wine Advocate 92点

Pacific Rim   パシフィックリム

レインストームはオレゴンらしい鮮やかな個性を生かすことが私達の目標です。ウィラメット・ヴァレーとアンプクア・ヴァレーを産地とした、素
晴らしくバランスが良く、親しみやすくありながら、複雑さもあるワインを造っています。

オレゴン

Vin ｄe Glaciere Made With Organic Grapes(ヴァンドグラシエールメイドヴィズオーガニックグレープス)

　　　　希望小売価格　3,700円（税抜）

JAN：899552001050

甘口

ラズベリー100％（モリソン（自社が持つラズベリーのクローン）80%、ミーカー20%）

Alc：13％
赤

★定番

白 極甘口

白

ミディアムフル

ウィラメット・ヴァレー（穏やかな温度が複雑味、しっかりとした酸とエレガントさを兼ね揃えた葡萄を生みます）とアンプクア・ヴァ
レー（より温暖な気温のため芳醇で果実味が凝縮された葡萄が育ちます）の葡萄をブレンド。結果、完璧なバランスの取れたワ
インが出来上がります。渋みを抑える為、マセラシオンは1週間。マロラクティック発酵、ろ過後、10カ月以上オーク樽熟成。

Alc：8.0％

極甘口

ピノノワール100％

Alc：16.5％
赤

葡萄はブリックス糖度約20-21で摘み取る。天然酵母を使い、ステンレスタンク内で低温発酵。オーク樽は使わず、乳酸
発酵もさせない。新鮮さとフルーティーさをできるだけ保持する為、残留糖分は約7％で発酵を止めます。ワインに活気を
持たせる為、かなりの量の二酸化炭素を残しておく。ほどよい甘さ、低アルコールでリフレッシングなパイナップルとピー
チのフレーバー。Wine Spectator 89点  Wine Enthusiast 90点。※限定で箸つきボトルもあります。

リースリング100％ 

Rainstorm Pinot Noir (レインストーム ピノノワール)   

Rainstorm  レインストーム

JAN：856778003008

★定番

JAN：899552103075

ワルラ・ヴィンヤード産の葡萄を使用したオーガニックワインです。葡萄の酸味を活かしながら濃縮された果汁を取るため、収
穫は糖度が22.5%に達したタイミングで行い、葡萄を冷凍してからプレスしていきます。洋ナシ、ジャスミン、ハチミツのようなアロ
マが甘味の中に程良く溶け合い、酸味が甘さと香りを引き立てています。しつこい甘さを感じる事もなく、またアルコール度数が
低いので気軽なリフレッシュメントとしてお楽しみいただけます。フルーツタルト､チーズケーキや､ブルーチーズなどとの相性が
良いデザートワインです。。※375ml

★定番

コロンビアヴァレー
　　　　　　　　　　　　　希望小売価格　2,500円（税抜）

　　希望小売価格　3,500円（税抜）
コロンビアヴァレー

Alc：9.5％

　　　　希望小売価格　3,500円（税抜）
Framboise　(フランボワーズ)　　

　アメリカ/コロンビアヴァレー

Sweet Riesling  (スイート　リースリング)

ワシントン

リースリング100％

JAN：899552102276

★定番

※375ml

※375ml
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商品名
NV

産地 1584ｇ
品種

商品名
NV

産地 1592ｇ
品種

商品名
NV

産地 1591ｇ
品種

商品名
2010年
産地 1644g
品種

商品名
2013
産地 1,400g
品種

ピク・サン・ルーはコトー・デュ・ラングドックの中で評価が高く、高い位置にある為寒暖差があり、葡萄栽培には最適な地
域です。この土地ならではのミネラル感と豊かな果実味で上質な味わいが楽しめます。このドメーヌ・ド・バローはピク・サ
ン・ルーの100のブドウ栽培兼醸造農家で形成されたコトー・デュ・ピックという協同組合のブランドとして造られています。
2009年2月ソーラーパネルを備え、ラングドックルーションでワインメーカー協同組合として初めてサスティナブル農法を行
いました。2013年より有機ワインに切り替え、より葡萄本来の持ち味を生かしたワイン造りを行っています。

土壌は火打ち石に薄く覆われた粘土質の石灰石。マセラシオンを21日間行い、チェリーレッドの美しい色
合いです。心地よく複雑な赤いベリーとブラックベリーに、ほのかなスパイスの香り。柔らかなタンニンで滑
らかな口当たり、レザーやリコリスの味わいで長い余韻が特徴。
Concours des Grands Vins du Languedoc Roussillon 2015 金メダル受賞。

Alc：13％

白泡

 Domaine du Barou　ドメーヌ ド バロウ

JAN：3770004554188

白泡

　フランス/ラングドック

★定番
    　   　　　　　希望小売価格　7,500円（税抜）

シャンパーニュ JAN：3770004554034 ロゼ泡 辛口

ピノ・ノワールを2種類の方法で醸造しており、柔らかく繊細な赤い果実の風味があります。オレンジがかった美しいピンク色で
豊かな泡が美しいシャンパーニュです。いちごやバーベナの花の香りに生き生きとした赤い果実の味わい。デザート、ラム、
サーモンやロブスターによく合います。
Decanter World Wine Awards 2020　ゴールドメダル・95点

JAN：3700026407612
　　　＜残りわずか＞　　　　　　　　　　　　希望小売価格　2,500円（税抜）

Pic St Loup Rouge （ピク サン ルー ルージュ）

赤 中重

辛口

JAN：3770004554102 白泡 辛口

★終売予定

シラー80%　グルナッシュ20%

ピノノワール80％、シャルドネ20％

シャルドネ100％ Alc：12％

ピノ・ノワールとシャルドネをブレンドし、合計7年間澱と共に寝かせています。そのため丸みがあり複雑味あふれる味わいで
す。フローラルなアロマの後、ビスケットやブリオッシュが香ります。ベルベットのようなきめ細かい泡で、リッチでバランスが良
く、力強いシャンパーニュです。
Decanter World Wine Awards 2020　ゴールドメダル・95点

辛口

シャンパーニュ

シャルドネのみを使用して醸造、マロラティック発酵はしていません。伝統的なシャンパーニュで、年数を経ることにより繊細で
エレガント、豊かで複雑な味わいになっています。光り輝く黄金色に絶え間なく立ち上る泡。白い花にほのかな蜂蜜やキャラメ
ルの香り。ドライフルーツやペイストリーの風味が柑橘の風味へと変化していきます。　最適な飲み頃温度：7～8℃
Decanter World Wine Awards 2020　シルバーメダル・92点

ピク サン ルー

Andre Chemin　アンドレ シュマン

世界最大級のワインコンクールDecanter World Wine Awards において2019年にプラチナメダルを獲得。2019年のプ
ラチナメダル獲得ワインは出品数15,000本以上のワインの内のわずか0.8%でした。
1948年アンドレ・シュマンによってランスから数キロ離れたサシ―村に設立。当時ランスでは自動車の12時間耐久
レースが開催され、パリ市民たちは観戦後にワイナリーを訪れ、シャンパーニュを手にして帰っていきました。これを
機にシャンパーニュを造る小規模のワイナリーの事業が始まり、経営基盤を作っていきました。そのひとつであるア
ンドレ・シュマンは完全に独立した家族経営を行い、現在は3代目のセバスチャン・シュマンとその妻エヴァに引き継
がれています。70年前の設立当初からフランスならではの人生の楽しみ方やノウハウを提案しています。
アンドレ・シュマンのあるサシー村はモンターニュ・ド・ランスの中心部にあります。シャンパーニュは村ごとに格付けさ
れており、サシー村はプルミエクリュの格付けがされています。サシー村はシャンパーニュの歴史的な土地にあると
ともに素晴らしい品質のピノ・ノワールの生産地で、理想的な日当たりや土壌の土地です。畑は6.5ヘクタール、年間
生産量約55,000本、最高のピノ・ノワールと少しのシャルドネを栽培しています。 2015年には葡萄栽培の改革を行
い、人にも環境にも配慮したシャンパーニュ造りを行っています。フランス農水省による環境価値重視認証Haute
Valeur EnvironmentaleでHigh Environmental Value(HEV) および持続可能農業Viticulture Durableの認証を取得。

Brut Tradition （ブリュットトラディション）

100%ピノ・ノワールで造られたアンドレ・シュマンの基本となるシャンパーニュで、70年の経験を表している1本。豊潤で複雑味が
あり、フレッシュな酸と長い余韻の素晴らしいシャンパーニュです。アプリコット、プラム、蜂蜜、ブリオッシュのアロマで、フルー
ティーでリッチな味わいのフルボデイ。
Decanter World Wine Awards 2019　プラチナメダル・97点

Cuvee Selectionnee（キュヴェ セレクショーネ）　　 ★定番

Excellence（エクセレンス）　　 ★定番
　　　　　　　　　希望小売価格　10,000円（税抜）

ナパヴァレー

ピノノワール100％ Alc：12％

Alc：12％

ピノ・ノワール74％、シャルドネ18％、コト―・シャンプノワ8％　 Alc：12％

Cuvee Rose（キュヴェ ロゼ）   

★定番
  　　　　　　　　　　希望小売価格　6,500円（税抜）

　 　　　　　　　　希望小売価格　7,500円（税抜）
シャンパーニュ JAN：3770004554003

　フランス/シャンパーニュ

左から、エヴァ、娘セレステ、

セバスチャン

1958年当時のアンドレ･シュマン
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商品名
2019年
産地 1,500g
品種

商品名
2019年
産地 1,500g
品種

商品名
2017年
産地 1,488g
品種

商品名
2018年
産地 1,500g
品種

商品名
2016年
産地 1,500g
品種

　　　　　　　　希望小売価格　3,000円（税抜）

コネリアーノ

ミディアムフル

Burscade（ブルスカーデ）
　　　　　　　　希望小売価格　4,000円（税抜）

コネリアーノ

手摘みした葡萄を全房をプレス。茎を取り除き天然酵母を使用して木樽発酵。そのまま1カ月寝かせた後おり抜きを行いボトリ
ング。1年間ボトル熟成。綺麗なルビー色。少しつぶしたワイルドベリーとバルサミコの仄かな香り。エレガントで円みのあるモレ
ロチェリーの味わいを、滑らかにこなれたタンニンが包み込みます。土着品種マルツェミーノは収穫量が少ないので生産量も非
常に少なく、その分手間もかかりますが、他ワイナリーとの差別化をはかるためにも造り続ける予定です。

JAN：8016766000156

グレラ100%
Matiùの由来は生まれた畑の一画の元所有者Matiuzから取りました。手摘みした葡萄を全房圧搾。マストと果汁を分け、冬の
間シュールリーを行い春に発酵。シャルマー方式。透き通る麦わらのような黄金色できめ細かな泡立ちで柑橘類の爽やかな果
実やハーブが香ります。口に含むとクリーミーな泡がフレッシュで柑橘っぽさが残るフィニッシュを際立たせます。糖度 6g/L、酸
度 5.5g/Ｌ。2017年ヴィンテージオイスターワインコンテスト2019⇒スパークリングワイン特別賞受賞

★定番

カベルネソーヴィニヨン40%、メルロー30%、カベルネフラン20%、マルツェミーノ10%

JAN：8016766000149

コネリアーノ JAN：8016766000132 白 泡 辛口

Matiu Brut（マティウ ブリュット）

　　　　　　　　希望小売価格　3,200円（税抜）
コネリアーノ JAN：8016766000125 白 泡
グレラ100%

そして自然にとって何がベストなのかを考えた先の答えがオーガニックと革新的なワインメイキングでした。2007年からビオディナミコに転向
した後、イタリアの代表的な有機栽培認定機関ICEAから認定を受けています。畑には葡萄と共にさまざまな植物が育てられ、これらを肥料と
して土に埋める事で自然に土壌に栄養や窒素を与え、葡萄樹にとってより良い環境を整えています。2015年、ワイン愛好家の知人の伝手
で、エリアで知られていた有望な若手であるマルキオーリ氏がワインメーカーに就任。マルキオーリ氏はワインコンサルティング企業ウヴァサ
ピエンスのメンバーを担う傍ら、家族で経営するマルキオーリ・ワイナリーでも活動しています。母国イタリアを初め、フランス、ルーマニア、カ
リフォルニア、ニュージランドでワインメーカーとして経験を積んでおり、著名ワイナリーとのコラボも多数あります。

JAN：8016766000118 辛口

L’Antica Quercia　ランティカ クエルチャ

★定番

　　　　　　　　　　　希望小売価格　3,000円（税抜）

赤

Morene（モレ―ネ）

Alc：12.5%

白 
Alc：11.0%

★定番

グレラ100%
氷河が解けた際に流れ出た粘土質の土壌は水分を多く含む為、葡萄のサイズは比較的大きめでふくよかな味わいを持ちま
す。手作業で収穫した葡萄は果皮浸潤をしながら低温でマセラシオンを施し、おりを取り除いた後天然酵母で発酵、冬の間そ
のまま寝かせます。収穫から3度目の新月を迎える頃ボトリングを開始します。少し緑がかった麦わら色。白い花やレモンの皮
のフルーティな香り。フレッシュで心地よい酸とフルーティなアロマが長く続き、泡立つことでマスキングされがちなプロセッコの
繊細な味わいやミネラル感が存分に楽しめます。

★定番

白 泡

ランティカ クエルチャ（いにしえのオーク）はワイナリーのシンボルでもある古い楢の木に因んでいます。ヴェネト州コネリアーノ
のコミューン、ドロミテ山脈の頂からヴェニスに跨る丘陵スコミゴの中腹に位置。このエリアは、常にベルーノ県からの北風が吹
きこんでくる場所で、多様な土壌を持つ自然豊かな有数のワイン産地として知られています。土壌は脱炭の進んだ氷堆積（氷
河によって堆積された砂、粘土、砂利、小石の混合）。平均年間降雨量1,250mm。一つの畑内でも区画毎に微気候が存在し、
丘陵の上部は風が強く乾燥していて石の多い日当たりの良い南向き、下の方はより湿度が高く粘土質な土壌を持っています。
これらの個性を表現する為、区画別に醸造→アッサンブラージュしています。ワイナリーは2本の楢の古木がそびえ立つ丘から
広がる25haを所有。内20haがコネリアーノでは珍しい単一畑です。石灰質が潤沢な土壌の為、房は小さめで枝ぶりが良く、より
エレガントなワインが出来ます。葡萄樹はほぼ90年代半ばに植樹されたグレラです。マティウとアリオに使用しているグレラは
東に位置する高原で伝統的なカプッチーナ方式を用いて生育しています。畑にはオリーブとザクロの木も混在して育てられて
います。1800年までに製作された地図に楢の木々と葡萄畑が記されている等、一帯はシンボルの楢を育てていた形跡があり
ます。敷地内には使用済みの巨大な樽をリサイクルしテイスティングルームもあります。元々は20世紀初頭のイタリア産業の父
の一人に数えられるピラデ・リエロの手によって1965年に設立された彼が理想とする自給自足の農場でした。この特異な農地
に惹かれてやって来る人々は多く、小説家で映画監督でもあるマリオ・ソルダーティもその一人。ランティカは彼の著名なワイン
と食文化の記述に富む旅行記Vino al Vinoに登場しています。リエロの死後は何代か所有者が変わり、徐々に最先端の環境
設備を整えるようになりました。リノベーション完了後、 2001年に現オーナー、クラウディオ・フランカヴィッラの父がワイナリー
を購入し今に至ります。ランティカ・クエルチャはクラウディオ氏の父の夢でした。ランティカではビオロジコを採用していますが、
2018年からは少しずつビオディナミコに移行。彼らがオーガニック農法に転向したのは約10年前です。ワイナリーにとって、

Alc：11.5%

麦わら色ですが､酵母菌の影響でわずかに濁りがあります｡フローラルでフルーティーな非常に繊細な香りが楽しめます｡微か
に柑橘類とドライアプリコットが香り、味わいは穏やかで繊細な泡に､上質な果物の香りが現れます｡製造工程で固有の酵母を
植え付け､新鮮なうちに発酵させています｡酵母菌での瓶内二次発酵をしています｡糖度 0g/L 酸度 3.6g/L。

辛口

Su Alto（ス アルト）

グレラ100% Alc：11.0%

Ariò Extra Dry（アリオ エクストラ ドライ）

　＜完売＞　　　　　　　　　　　　希望小売価格　3,200円（税抜）

Arioの由来は敷地内で最も急な斜面の地帯Calvarioに因み、受難、試練という意味。手摘みした葡萄を全房圧搾し、マストと果
汁を分け冬の間シュールリーを行い春に発酵。シャルマー方式。麦色の色合いできめ細かな泡立ち。熟した果実にフローラル
さ、柑橘類等が仄かに感じられます。バランスが取れていてフルーティーな香りが心地良く、フレッシュでクリーミーな泡が口中
を満たします。糖度15g/L、酸度 5.5g/Ｌ。

中辛口

Alc：11.5%

　イタリア/ヴェネト

コネリアーノ

★定番

クラウディオ

フランカヴィッラ氏

ウンベルト

マルキオーリ氏
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商品名
NV

産地 1,566g
品種

商品名
2018年
産地 1,235g
品種

商品名
2017年
産地 1,235g
品種

商品名
2016年
産地 1,226g
品種

商品名
2015年
産地 1,234g
品種

商品名
2013年
産地 1,499g
品種

Chardonnay DOC Friuli Grave (シャルドネ DOC フリウリ・グラーヴェ)

　　　　　　　　　　　　　　希望小売価格　2,800円（税抜）

Alc：13.0％

なめらかで温かみある口触りでありながら、包み込むような調和の取れた芳醇なエキゾチックな熟したフ
ルーツ、白桃、甘いスパイスのアロマ。36時間低温マセラシオン後、葡萄をソフトプレス。温度管理下で発
酵した果汁を澱の上で数ヶ月間熟成しています。2012-2016、2018ヴィンテージ、ガンベロロッソ「トレビッキ
エーリ」6度獲得！

個性的でエレガント。フルーティーなりんごとバナナ、バニラのアロマと白い花々のブーケが香ります。フレッシュで生き生きとし
ていて、飽きの来ない味わい。デブルバージュ（短時間のデキャンテーション）後、移動させた澱を温度管理下で発酵。その後3
月まで長期間澱の上で熟成しています。前菜、スープ、リゾット、白身肉や魚介のコース料理等に合います。
ガンベロロッソトレヴィキエーリ獲得

　イタリア/フリウリ（ヴェネト）

★定番

フリウリ・グラーヴェ

辛口フリウリ・グラーヴェ
ピノ・ビアンコ100％ 

　＜終売＞　　　　　　　　　　　　希望小売価格　2,900円（税抜）

シャルドネ100％  Alc：13.0％

JAN：8034013470019

白

　　　　　　　　　　　　　　希望小売価格　2,800円（税抜）

辛口
ピノグリージョ100％  

Pinot Bianco DOC Friuli Grave (ピノ・ビアンコ DOC フリウリ・グラーヴェ)

辛口

★定番

Cantina Le Monde　カンティーナ ル モンド

Alc：13.0％

白

土壌は石灰質、粘土質でミネラルが豊富。樹齢25年の葡萄を72時間低温マセラシオン。温度管理下で発酵した果汁をステンレ
スタンクで熟成。繊細でエレガント。フローラルノートが香ります。フレッシュな白の果実の良い風味感じられます。
James Suckling 90点

1970年にピスティオーニ家が設立し、2008年には現オーナーのアレックス・マッカン氏の手に渡って今に至ります。当
時のルモンドはより現代的な経営方法への移行を必要としており、それを受けたアレックスは畑やワイナリーの設備
改良だけでなくマーケティングの近代化に投資する等カンティーナの改善に尽力します。カンティーナを単にビジネス
の場所としてでなく自分の故郷と考え、ワイナリーへの愛情を注ぐことを惜しみませんでした。ルモンドのワイン造り
を支える醸造責任者ジョヴァンニ・ルツェーネもアレックス同様、彼の生まれ育ったフリウリに深い愛着を持っていま
す。醸造家の家庭で育ったジョヴァンニは彼のDNAに組み込まれていると言っても過言ではないその手腕を生かし、
土地の良さを引き出したワイン造りをけん引しています。
D.O.C.フリウリ・グラーヴェ内、トレヴィソとポルデノーネ両県との境界線に近いリヴェンツァ川とメドゥーナ川の間に位
置しているル・モンドは、ワイナリーの名であり、その地域の名でもあります。フリウリ・グラーヴェとされていますが、
グラーヴェらしい砂利ではなく、石灰を含む粘土質土壌がルモンドの特徴。ワイナリー内で必要とする電力の70％を
太陽光エネルギーで賄い、サステイナビリティーにも力を入れています。
ルモンドのワインは恵まれた土壌によってだけでなく、土地を愛する人々の手により丁寧に造られています。その評
価の声は非常に高く、ガンベロ･ロッソでも最高評価のトレ･ヴィッキエーリを複数回受賞。白ワイン部門において、フ
リウリグラーヴェエリアでの初の獲得になります。ピノ･ビアンコにおいては2012年ヴィンテージから5年連続受賞をお
さめるなど、その実力は広く認められています。

フリウリ・グラーヴェ

Alc：14.0％
JAN：8034013470002

赤

レフォスコ100％
赤

フリウリ・グラーヴェ JAN：8034013470088

濃厚なスグリとブラックベリーが前面に出ていて、それに続くムスク、ペッパー、シナモン、タバコやくるみが
感じられます。温かく、包み込むような柔らかさと良い風味を持ち、複雑で洗練された骨格のある造りなが
ら、円みある長い余韻が特徴。ローストした赤身肉やジビエ等に最適。James Suckling 92点

レフォスコ100％

中重
　　　　　　　　　　　　　　　希望小売価格　5,000円（税抜）

中重

JAN：8034013470033

Alc：13.0％

Refosco Dal Peduncolo Rosso DOC Friuli Grave （レフォスコ ダル ペドゥンコロDOC フリウリ・グラーヴェ）

Pinot Grigio DOC Friuli Grave (ピノグリージョ DOC フリウリ・グラーヴェ)

白

包み込むような、エレガントなムスクと微量のベリーの香り。高貴で優美。選別した葡萄を温度管理下で12-15日間、毎日ピ
ジャージュを行いながらマセラシオン。スチールタンクでマロラクティック発酵後、5-6カ月瓶内で熟成を行っています。

Inaco Refosco DOC Friuli Grave Riserva （イナコ・レフォスコ DOC フリウリ・グラーヴェ） ★定番

　　　　　　　　　　　希望小売価格　2,800円（税抜）

フリウリ 泡白 辛口

シャルマ方式で製造。個性的でインパクトのあるフローラルノートと微かな草の香り。フレッシュでエレガントな舌触りで、良くバ
ランスの取れた酸度と風味が感じられます。余韻は長く、ミネラル感が残ります。前菜にぴったり。魚介料理や貝類等とも良く合
います。

JAN：8034013470224
　＜終売＞　　　　　　　　　　　　希望小売価格　3,000円（税抜）

Ribolla Gialla Spumante Brut （リボッラ ジャッラ スプマンテ ブリュット）

★定番

リボッラ・ジャッラ100% 

★定番

★定番

フリウリ・グラーヴェ JAN：8034013470026

Alc：11.5％
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商品名
2015年
産地 1,359g
品種

商品名 Pozzo di San Donato Cabernet Sauvignon （ポッツォディサンドナート カベルネソーヴィニヨン）
2007年
産地 1,491g
品種

商品名
2013年
産地 1,514g
品種

商品名
2013年
産地 1,527g
品種

トスカーナ特有の多様で豊かなテロワールを表現したボルドー右岸ブレンドです。ブラックベリーや熟した
ブルーベリーの力強いアロマにスミレや杉、ナツメグのほのかな香りが続き、口の中で広がる熟したプラ
ム、タンジェリンの味わいをリコリスやタバコ、バニラの余韻が追いかけます。リンゴ飴をかじった時のよう
なフルーティーさと甘酸っぱさが絶妙なバランスで引き立て合っており、柔らかく滑らかなタンニンが骨格を
作り出しています。長期保存にも耐えうるポテンシャルを持ちあわせた、ふくよかでエレガントなワイン。
Wine Advocate 93点。Wine Enthusiast 90点。　※参考2014Vin→第27回Wine&Spirits誌レストラン人気メル
ロー部門第2位、Wine Advocate 92+点。Wine Spectator TOP100ワイン2010年vin→第55位、2012年vin→

メルロー59％、カベルネフラン30％、カベルネソーヴィニヨン9％、プティヴェルド2％

メルロー74％、カベルネフラン23％、カベルネソーヴィニョン12%、プティ・ヴェルド1%

　　　　　　　　　　　希望小売価格　7,000円（税抜）

★定番Arcanum（アーカナム）

Alc：14.5%

JAN：850202002254 赤 重

重
カベルネソーヴィニヨン100％
トスカーナ JAN：なし

Valadorna（ヴァラドーナ）

エステートに古くからあるヴィンヤードのイル･ポッツォ・ディ・サン・ドナート区画で収穫された、特筆して出来の良い収穫年
（2007.2008年）のカベルネソーヴィニョンだけを使用。敷地内でも比較的標高の高い場所に位置しており、標高420mから急斜
面を上り460ｍまで約3ヘクタールに渡って広がっています。水はけの土壌から収穫される葡萄は、独特な渋みと濃厚さを併せ
持っており、長年熟成も可能なポテンシャルと洗練された味わいを持つワインを生み出します。熟したプラム、ベイリーフ、ミント
やシナモンの濃厚なアロマと生き生きとした酸、口いっぱいに広がるチョコレートやサクランボの味わいをシルキーなタンニンが
まろやかに包み、レザーやタバコが長い余韻を残します。フレンチオーク樽(内80％新樽)で12カ月間。生産量6000本と稀少。

トスカーナ JAN：850202002261

赤

比較的涼しいヴァラドーナとカプライア区画で収穫された葡萄を使用。この区画は砂混じりで褐色の土壌で敷地内を流れる小
川で自然に灌漑されており、メルロー区画の中でも最も収穫が遅いエリアになります。ジャスミンやバニラにクミンのエキゾチッ
クなスパイスがグラスから立ち上るように香り、ブラックチェリー、ラズベリーのフルーティーなアロマが広がります。口当たりは
わずかに酸が立っていますが、タンニンが滑らかに包み込んでおり、ブルーベリーパイの味わいとサクランボのようなフレッシュ
さを際立たせています。フィニッシュは杉や葉巻の甘い香りが長く続き、最後まで楽しめるエレガントなワインです。フレンチオー
ク樽で12カ月熟成。Wine Advocate 95点、James Suckling 94点、ガンベロロッソ2019トレヴィッキエーリ獲得

トスカーナ

★定番
　　　　　　　希望小売価格　15,000円（税抜）

カンティーナで造られるフラッグシップワインがこのアーカナムです。ブラックチェリーやプラムの熟した濃色果実とバラやスイカ
ズラのアロマに、バニラの樽香が溶け合い、スイートオレガノ、スペアミント、杉、白コショウといったカベルネフランらしい香りが
長い余韻を残します。生き生きとした酸が印象的で、タンニンが柔らかくしなやかに全体を包んでいます。2013年は気温が低め
だったためフレッシュでミネラリーさがあります。エレガントでありながらしっかりとした骨格を持っており、20年程寝かせてもその
魅力を維持できる実力をもちあわせたワインです。フレンチオーク樽（内、70%新樽）で12カ月間熟成。
Wine Spectator 93点、James Suckling 92点

重

Alc：14.5%

Alc：14.5%
赤

Il Fauno （イル ファウノ）
　＜完売＞　                         希望小売価格　7,000円（税抜）

ARCANUM　アーカナム

Alc：14.5%

★定番

　イタリア/トスカーナ

【100点獲得15回の国際的ワインメーカーが生み出すスーパータスカンの系譜】
アーカナムはカステルヌオーヴォ・ベラルデンガのコミューン、キャンティ・クラシコ南東の端、シエナに程近い壁に囲
われた古いサングスメの町との境に位置。ジャクソン・ファミリーがこの2,500エーカーのワイナリーを購入したのはブ
ランド・アンバサダーであるジュリア・ジャクソンが当時6歳だった1994年の事でした。夏の間を同ワイナリーで過ごし
て育ち、その美しさと多様性に惚れ込んだ彼女はジャクソンのワインに対する情熱と献身をアーカナムに込めていま
す。アーカナムはボルドーとカリフォルニアでの実積で世界的に知られるワインメーカー、ピエール・セイヤンの手に
よって生み出されています。セイヤンとジャクソン・ファミリーとの出会いは90年代半ばで、ソノマカウンティーの多様
なテロワールとミクロ-クリュに可能性を見出したピエールは自由に自身のワインを造れるというバーバラ・バンクと

重トスカーナ

　　希望小売価格　20,000円（税抜）

JAN：850202002247 赤

オファーに応え、後に1998年のデビューからパーカーポイント100点を10度以上も獲得するヴェリテを始めました。2001年には同じくソノマに
てユニークなテロワールを持つナイツ・ヴァレーの単一畑で造るカベルネソーヴィニヨン、アナコタを、更に翌年にはトスカーナでアーカナムを
造り出しました。ワイナリーの土地が持つ別々の個性を表した三種類のワインがリリースされており、その中でも頂点に立つ“アーカナム”は
カベルネフラン主体で、すみれや薔薇、ラズベリー等のエキゾチックなアロマが香るふくよかで濃厚なワインです。メルローがベースの“ヴァラ
ドーナ”は豊潤でミネラルがしっかりと感じ取れるフィニッシュが特徴。最もベーシックな“イル・ファウノ”もまたリッチなボルドーブレンドで土壌
や地形の多様さを表現しています。セイヤンは栽培責任者も兼任しています。ワイナリーは標高1,000～1,500フィートの10の中気候（10-100
メートル程度までの特定の畑の個性。標高、土壌、水源からの距離等が影響する）とトスカーナ特有のガレストロを含む12の多様な土壌を備
えた土地にあり、200エーカー以上に広がる畑は各テロワールに適した品種を植樹した63の小さな区画“ミクロ-クリュ”に分けています。ヴィ
ンテージによって変動の大きいエリアですが、葡萄を育てるために最適化した環境のおかげで毎年必ず一部の区画と品種が素晴らしい出来
の葡萄を実らせます。特にカベルネフランはその多様な土壌と地形と最も相性が良く、天候の変化にも適応して育つワイナリーの代表的な
品種です。今後カベルネフランを始めとしたボルドー品種をキャンティ・クラシコの地で更に広げていく事を展望しています。アーカナムは大自
然の神秘という意味から名付けられました。古代ローマ-エトルリア文明以前を起源とするワイナリーが使うワインラベルはローマ神話の自然
と田園・森の神イルファウノをモチーフとしており、その石像が守護者としてワイナリーを見守るように佇んでいます。

カベルネ フラン 73％、メルロー 17％、カベルネ ソーヴィニヨン 10％

ワインメーカー

ピエール・セイヤン

2014年
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商品名
2012年
産地 1,315ｇ
品種

商品名
2013年
産地 1,315ｇ
品種

商品名
2010年
産地 1,315ｇ
品種

商品名
2012年
産地 1,315ｇ
品種

商品名
2010年
産地 1,315ｇ
品種

ネレッロ・マスカレーゼ 80%、ネレッロ・カプッチョ  20%   DOC Etna

葡萄樹はカリカンテの畑の側にあり、同じ標高の南面で晩秋小さな実を実らせ、フレッシュでジューシー、スパイシーなワインに
なります。ステンレスタンクで8～10日発酵。ボトル内で5か月熟成。シンプルで飲みやすい。ローストした肉とパスタにとてもよく
合う。少量生産です。エチケットは窓からの景色で、コリント様式の柱が建つ広場や、神にワインを捧げ祭りを祝ったギリシャの
広場に由来しています。

DOCエトナ

　　　　　　希望小売価格　3,500円（税抜）

　イタリア/シチリア

『GAJA』の栽培責任者やイタリア国内の幾つものカンティーナの栽培・醸造コンサルタントを務めたフェデ
リーコ・クルタスが生み出すエトナワイン。オーナーは、トスカーナの生産者Villa Petrioloのシルヴィア・マエ
ストレッリと夫のロベルト・シルヴァ。2007年カスティリオーネ・ディ・シチリア村のロヴィテッロ地区の土地を
購入。この所有ヴィンヤードを地元の人は“I’vigne di Fessina”と呼んでいます。そこには一本の巨木があ
り、この大木の根は蛇のようにロヴィテッロ村の境界壁を包み込み、枝はネブローディ山を見上げていま
す。人々はそれを魅惑的で神々しい村の守護神,Millicuccoと呼んでいます。

Alc：13.0％
JAN：なし

見上げた時に最も目を引くのは山のてっぺんにある地から立ち上る煙です。50万
年前から噴火を続けるエトナの土地は、灰が流れ、堆積し、時には雨に流され、時
には流れる熔岩と混ざったり覆われたり、農地として耕され、長い年月をかけ自然
と適切な農耕によって素晴らしい葡萄を実らせる天然の盆地を創り出しました。I’
vigne di Fessina はそういった天然の盆地の1つで、Linguaglossa（リングアグロッ
サ）と  Randazzo（ランダッツォ）の間にはこのような盆地がたくさんあります。それら
の畑はそれぞれ特有の土壌と微細気候とによって異なったワインを産み出しま
す。” (Federico Curtaz).

Tenuta di Fessina　テヌータ ディ フェッシナ

Erse Etna Rosso （エルセ エトナ ロッソ ）

★定番

赤
Alc：12.5％

重
Alc：14.0％

赤

"Ero"の由来はローマ神話の神様エロスと、品種Nero d'Avolaの "nero" (黒色)と韻を踏んでいます。8月と9月は珍しく十分な
雨に恵まれ、葡萄は徐々にゆっくり成熟し、豊かで興味深い味わいになりました。9月はかなり寒く湿度は高かったのですが、
10月は暖かく乾燥した天候が続き、良い葡萄の収穫につながりました。手摘みした葡萄を8～10日間ステンレスタンク内で発
酵。オーク樽には一切触れずボトル内で3カ月熟成。モレロチェリー、ブラックベリーのアロマに満ち、程良い酸味とバランスの
取れたタンニンを持ちます。ブロッコリーとイタリアンソーセージスープ、トマトソースとリコッタチーズのパスタと相性が良い。

★終売

ネロ・ダヴォラ100％  

中重

標高3000フィートの樹齢45年の樹からとれた葡萄を使用。石の混じった砂っぽい黒土に同一方向を向いて植樹。発酵時から
3.5tの大樽に入れボトリング前8カ月熟成。リリース前10－12か月ボトルで寝かせました。適度な酸、エレガントさを持ち、少し
リースリングを思わせます。“a ‘puddara”は、ひな鳥や雌鳥の意味でシチリアの人々は夏にエトナ山頂の後ろに見えるプレイア
デス（すばる星群）をこう呼びます。エチケットの光る星群はこのプレイアデス表し、赤い線は一日の漁を終えた漁師が帰港す
る際にプレイアデスを目印にした足跡で、家路や大地への帰還をシンボリックに表現。 “Vini d'Italia ”3Bicchieri,(3年連続）、
Wine Advocate 91点

Erse はローマ神話の雫（夜明けの訪れと葡萄に降りる朝露）の女神の名前です。10月に収穫した葡萄をステンレスタンクで8～
10日間発酵、2～3日間1日1回攪拌しながら漬け置き、その後ボトル内で5か月熟成。デリケートかつしっかりした口当たり。
ゴージャスな香りを内包する、非常にエレガントで女性的なミディアムボディ。ソテーした肉とほうれん草、スパイシーなトマト
ソースをからめた魚料理と合わせる料理がオススメ。L’Espresso 4Bottiglie、Vini d'Italia 2Bicchieri、Vini di Sicilia 5Stelle、
Wine Advocate 92点

★定番

ワイン名は樹齢80年の葡萄樹が植えられている畑("I vigne di Fessina")を長年、丹精込めて育て上げたムス
メーチ家に感謝して名付けられました。一番高い丘の上で育った一番古い樹から採れる土着品種のワイン。
濃厚なダークルビー色、熟したフルーティーさの中にミネラル分と比類なきヴァイタリティーを持ちます。フレッ
シュ、クリアで誘惑的な花とスパイスのアロマ、口中ではかすかにオークを感じさせる甘さが広がり、組み込ま
れたタンニンが心地良いフィニッシュへ導きます。ローストラムと半熟成チーズと最も良く合う。 “Guida ai
migliori vini d’Italia” one of 100 best Italian wines ,ワイナート「68号」シチリア特集表紙掲載97点、Wine
Advocate 92点

白
カリカンテ100%   　

JAN：なし

A’Puddara Etna Bianco （ アプッダーラ エトナ ビアンコ）

Laeneo  　（ラエネオ）

JAN：なし

DOCエトナ

DOCエトナ

JAN：なし

Ero 　（エロ） ★終売

　　　　　　　希望小売価格　7,800円（税抜）
Il Musmeci Etna Rosso（イル　ムスメーチ エトナ ロッソ ）

Alc：14.0％

ネレッロ・マスカレーゼ80％　ネレッロ・カップッチョ20％

中重

＜完売＞　　　　　　　　　　　　希望小売価格　5,800円（税抜）

＜完売＞　　　　　　　　　　　　希望小売価格　3,500円（税抜）
シチリア

Alc：13.0％
赤 中重

★定番

赤

辛口

ネレッロ・カップッチョ100％ 

JAN：なし

シチリア

＜完売＞　　　　　　　　　　　　希望小売価格　3,800円（税抜）

ワインメーカー フェデリーコ・クルタス氏

2013年度 Wine&Sprits誌
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商品名
2018年
産地 1,682g
品種

商品名
2020年
産地 1,931g
品種

商品名
2015年
産地 1,934g
品種

商品名
2015年
産地 1,926g
品種

★準定番

重厚感あるフルボディ。良く熟した葡萄をイタリアの伝統的な方法で醸造しており、長めのマセラシオンを行います。深い真紅
の色合い。マラスカチェリーやほのかなリコリスの凝縮された香りに、固めの赤い果実の味わいやフレッシュさがあります。凝縮
された果実味があり余韻の長いワインです。ビーフシチューやオックステールスープなどの肉料理によく合います。SAKURA
AWARD2016 GOLD、2017vin→Luca Maroni 96点

ネロ・ダヴォラ90％ カベルネソーヴィニヨン10%

　　　　　　　　　希望小売価格　4,500円（税抜）

赤シチリア

★定番

1970年代にワインメーカーの協同組合に設立され、ワインの専門家と販売者のプロ集団によって運営されています。理念とミッションを「クオ
リティ（品質）」に掲げる彼らのワインは、それを証明するべく有名食品店チェーンを含む世界20か国以上で愛飲されています。作り手としても
認められており、2010年以降60個以上の金賞を受賞。ルカ・マローニ2013年度版ワインガイドでは【ベスト・イタリアン・プロデューサー】2位、
ベルリン・ワイン・トロフィーでは2012、2013年連続【ベスト・イタリアン・プロデューサー】にノミネートされ、数多くの賞を勝ち取り続けていま
す。

赤

JAN：8024209007570 重

芳香な果実のクリーミーさとシルキーな瑞々しさ、成熟さがもたらす、この葡萄が生まれ持つ凝縮された旨みが冴え渡る。贅沢
な重みと程よい粘り気がある舌触りで、森のベリーが口に広がりながら、やがて優しく最大限のなめらかさと存在感のあるタン
ニンへ導かれる。果てしなく溢れ出るベリーの風味、特にバニラと澄んだ杉のスパイスがかすかに隠れているブラックベリーが
たまらなく柔らかで香り高い。イタリアの赤の最高峰の一つにして、圧倒的凝縮感と包容力を持つ非常に良いワイン。

赤

　　　　　　　　　　希望小売価格　3,500円（税抜）

Ripa di Sotto Rosso Cuvee （リパ ディ ソット　ロッソ クヴェ）

JAN：8024209006870
　＜完売＞　　　希望小売価格　オープン（※飲食店様専用商材）円（税抜）

★定番

イタリア
モンテプルチアーノ、プリミティーヴォ、アリアニコのブレンド　 Alc：15.5％

JAN：8024209005712

ココア、繊細なスパイス、ほのかなバニラとレザーが香る。重厚感がありながらも丸みを帯びた、シロップのようになめらかな舌
触りのフルボディで、マイルドなタンニンと程よい酸味を背景にフルーティーな風味を持つ。余韻は長く、プラムや濃い色のベ
リーが感じられる。プーリアの陽光と豊かな土壌で育てられ、丁寧に厳選された葡萄から伝統的な醸造方法で作られた至上の
キュベ。骨太さとデリケートなノートのギャップが特徴ですが、同時にそのクリアで開けたスタイルも際立つ。Luca Maroni 97点

　イタリア

ピエモンテ州のランゲにあるディアーノ・ダルバが所在地。北イタリアで最も魅力的なスポットにして、ユネスコ世界遺産の一部でもあるこの地
で、ジョルダーノ・ファミリーはワインを1900年から作り続けています。ワイナリーの活動は100年以上もの間、圧搾・発酵・熟成・ボトリング・在
庫管理・流通まで、すべてここで担われていました。時と共に、多くの活動は周囲に増設された新しい施設に移って行われています。1950
年、仲介無しでワイン生産者から消費者直で、個人向けにワインを販売しようと考えついた人物が、創始者の令孫フェルディナンド・ジョル
ダーノでした。顧客一人一人に声をかけ瞬く間に注文は増えました。1980年代には新しく品種や畑を購入し、醸造と熟成技術を更に改良しま
した。こうして幅広い種類のワインが提供できるようになり、流通が拡大、輸出を増やすことが可能になりました。

プーリア
Alc：15.5％

重

重

Provinco　プロヴィンコ

★定番

Ronco di Sassi Vino Rosso D’italia （ロンコ ディ サッシ ヴィノ ロッソ ディタリア）

プリミティーヴォ100％

Alc：14.5％

Primitivo Appassimento "Rinforzato" （プリミティーヴォ アパッシメント リンフォルザート）

GIORDANO　ジョルダーノ

Alc：15%
重

収穫期、すぐに収穫せず、そのまま更に熟させました。約15日後、完熟して樹になったまま乾燥したプリミティーヴォは赤い果
実、レーズンと、ほのかですがはっきりとマラスカ・チェリーが香る果実に変化します。口に含むと、暴力的なまでの存在感が立
ち上るのが分かります。ボディはバリック（小樽）に寝かせられることによってよく成熟しており、実に魅力的。プリミティーヴォ・
アパッシメント・リフォルツァートはその強烈な個性と味わいが記憶に残るワインです。2016vin→Luca Maroni 最高得点 99点

プーリア 赤
＜完売＞　　　　　　    　　　　希望小売価格　5,000円（税抜）

　イタリア

Rosso di Notte Night Harvest （ロッソ ディ ノッテ ナイト ハーヴェスト）

JAN：8012156002557
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商品名
2021年
産地 1,309g
品種

商品名
2020年
産地 1,312g
品種

商品名
2019年
産地 1,344g
品種

商品名
2018年
産地 1,398g
品種

商品名
2019年
産地 1,388g
品種

プラ・デ・バジェス JAN：8411106210309 白 辛口
ソーヴィニヨンブラン30％、シャルドネ25％、ピカポル25％、マカベオ20％ Alc：12.0%

ジャスミンやラベンダーなどの森の下草のアロマティックな香りがワインに表れています。きらめく緑がかった淡い色合い。フ
ローラルで、柑橘やトロピカルフルーツのエキゾチックで複雑な香りです。フレッシュで、香りが長く続く魅力的なワインです。

Franc （フラン） ★定番

Matis（マティス） ★定番
　　　　　　　　　　希望小売価格　3,300円（税抜）

プラ・デ・バジェス JAN：8411106089691 赤

Alc：12.5%

フローラルで、下草やスパイス、熟した果実、リコリスの香り。豊潤で丸みがあり、バランスの取れた味わいです。生き生きとし
た酸味とマンドーならではのアロマティックな後味。フレッシュでエレガントなワインです。オーク樽40%、アンフォラ60%で12か月
熟成。

　スペイン/カタルーニャ

ABADAL　アバダル

受賞：1999年　Generalitat of CataloniaにおいてCatalan Agriculture Shield賞を獲得
　　　　2011年　The Catalan Sommelier Association (ACS)で「ベストワイナリー オブ ザ イヤ―」受賞
　　　　2014年　ドリンクスインターナショナル‘The World’s Most Admired Wine Brands’ 24位
         2015年　ヴァレンティ・ロケタがCatalan  oenologists associationにおいて、素晴らしい醸造家としてその功績を称えられました
         2017年　ワインメーカーの一人であるミゲル・パラウがCatalan wine guideにおいて“Honorific Award for the Future”を受賞
         2018年　 Best Wine Tourism ExperienceにおいてCatalonia Wine Tourism Prizeを受賞
         2021年　ドリンクスインターナショナル‘The World’s Most Admired Wine  Brands’ 37位

　　　　　　　　　希望小売価格　2,900円（税抜）

中重
カベルネフラン50％、テンプラニーリョ40％、スモル10％ Alc：14.0%

オーク樽で4か月熟成。葡萄畑周辺に生えている花々（ミント、スミレ、ローズマリー）とバルサミコの複雑なアロマが広がりま
す。赤い果実やタフィーの風味があり、フレッシュでエレガント、バランスの取れた豊かな味わいのワインです。

中重
カベルネソーヴィニヨン45％、メルロー45％、マンドー10％

赤

Mando（マンドー） ★定番
　　　　　　　　　　　　　　　　　　希望小売価格　4,300円（税抜）

プラ・デ・バジェス JAN：8411106072105 赤 中重

Alc：14.5%

matisはニュアンスという意味で、ほんのわずかなことが合わさり個性を造ることから名づけました。森に囲まれた畑の様々な要
素が合わさり、バルサミコや森の下草のアロマのエレガントなワインとなりました。オーク樽で10カ月以上熟成。赤い果実や、バ
ルサミコ、黒コショウの風味で、味わいが長く続きます。

Picapoll（ピカポル） ★定番
　　　　　　　　　　　　　　希望小売価格　3,500円（税抜）

Blanc（ブラン）

プラ・デ・バジェス JAN：8411106020007 白 辛口
ピカポル100% Alc：12.5%

貴重品種であるピカポルを100%使用。1996年に初めてリリースされました。葡萄畑周辺に生えている花々（フェンネル、ラベン
ダー、ミント）や柑橘の香りに、パイナップル、アプリコットの味わい。シュールリーで3か月の発酵と熟成をさせており複雑味が
あります。果実味豊かで爽やかなワインです。

★定番

1983年ロケタ・オリヘンのヴァレンティ・ロケタがカタルーニャ バルセロナのバジェスに創設したワイナリー。1998年に
D.O. プラ・デ・バジェスに認定されました。バジェスのワインの産地としての素晴らしい可能性を高めていくという考え
のもとにつくられたアバダルは、バジェスの精神や魅力を世界へ伝えています。
バジェスはローマ時代からのワインの産地であり、 1199年マシア・ロケタはバジェスのアヴィニョでワイン造りを始め
ました。知識や製法、ワインへの愛はロケタ・オリヘンへと受け継がれています。森に囲まれた土地の個性をワイン
に表現しています。また、かつては絶滅の危機にあったピカポル、マンドー、スモルなどの土着品種の葡萄を復活さ
せ、大切に守り続けています。ワインツーリズムにも力を入れており、ワインや食事を通してバジェスの魅力を発信し
ています。海外でも高い評価を受けており、ミシュラン三ツ星のEl Celler de Can Rocaを始め二つ星のAngleやLes
Cols、一つ星のL'Ó、Ca l'Enric、La Fonda Xesc、Els Tinars等、数多くの星付き高級レストランでオンリストされていま
す。
アバダルは森に囲まれた土地にあり、小さい区画の畑で葡萄を栽培しています。それぞれの畑は標高が異なり、土
壌は粘土質と石灰岩で、ホーリーオークやオーク、松の木などの香りのある木々に囲まれています。その為、ワイン
に森の植物の香りを感じます。また地中海性気候と大陸性気候の両方を持ち合わせた特有の気候で、昼夜の寒暖
差が大きく葡萄栽培にとても適しています。これらの条件が組み合わさることで繊細で複雑味のある素晴らしいワイ
ンが生まれます。

　　　　　　　　　　希望小売価格　2,900円（税抜）
プラ・デ・バジェス JAN：8411106020106

マンドー100％

ヴァレンティ・ロケタ
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商品名
2018年
産地 1,465ｇ
品種

商品名
2018年
産地 1,469ｇ
品種

商品名
NV

産地 ｇ
品種

“nu”とはカタルーニャ語で裸という意味、このワインの純粋さを表しています。60年の歴史ある畑の葡萄を使用。収穫して発酵
させた後、他のピカポルのワイン醸造時の澱を厳選して加え3倍の澱の量にし、10カ月間熟成させます。豊潤で複雑、味わい
の長く続くエレガントなワインです。

　スペイン/カタルーニャ

3.9 Vi de Finca（3.9 ヴィド フィンカ） ★定番
　　　　　　　　　　希望小売価格　5,800円（税抜）

プラ・デ・バジェス JAN：8411106020304 赤 中重
カベルネソーヴィニヨン100％ Alc：14.5％

2016年にカタルーニャ政府の発行するVI DE FINCA（単一畑）認証を受けています。3.9とはブドウの栽培区画のzone3、plot9か
ら名づけられました。赤い粘土質の上に石灰岩が重なる土壌で栽培され、アロマティックでミネラルを感じるエレガントなワイン
です。オーク樽で12か月熟成

Nuat　(ヌアット)　　 ★定番
　　　　　　　　　希望小売価格　7,300円（税抜）

プラ・デ・バジェス
ピカポル80％、マカベオ20％

ABADAL　アバダル

5 Merlot   (5 メルロー) ★定番
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　希望小売価格　4,500円（税抜）

プラ・デ・バジェス JAN：8411106229042 赤 中重
メルロー100％ Alc：14.5％

5区画で栽培した5つの異なるクローン（イタリア2種、フランス2種、カリフォルニア1種）のメルローを、それぞれの区画ごとに醸
造。複雑味のある味わい豊かなワインです。バルサミコ、スパイス、ココアの香りに、カラント、プラムやチェリーの味わい。オー
ク樽で12か月熟成。

Alc：12.5％
JAN： 白 辛口
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商品名
2015年
産地 1,260ｇ
品種

商品名
2015年
産地 1,260ｇ
品種

商品名
2018年
産地 1,260ｇ
品種

商品名
2019年
産地 1,260ｇ
品種

商品名
2019年
産地 1,260ｇ
品種

商品名
2019年
産地 1,260ｇ
品種

商品名
2019年

産地 1,370g

品種

商品名

2019年

産地 1,370g

品種

白 辛口

産地は東ロトピ山脈標高187～210mの白い土壌。トロピカルフルーツの香りに梅、野生ハーブ、オレンジのテイストが豊富な印
象を醸し出します。6か月熟成。

MEZZEK Chardonnay （メゼック シャルドネ）

赤

Alc：14.5％マヴルッド 100%   

JAN：3800218580052
　　　　　　　　希望小売価格　2,900円（税抜）

Alc：14.5％

フレンチオーク樽10か月熟成。濃縮され熟成したスパイスの香り、黒い果実、ブルガリアの固有品種をはじめ、７つの葡萄の長
所が余すところなく味わえます。「日本で飲もう最高のワイン2013」でゴールドメダルを受賞。

メルロー25％ シラー20％ マルベック20％ CS15％ テンプラニーリョ10％ カベルネフラン5％ マヴルット5％

ブルガリア固有品種。古代トラキア時代から使用されている品種（マヴルッド、メルニック、ディミアット、パミット、ミスケット）の内
の一つ。紫色を帯びた濃い赤に凝縮した果実味としっかりしたタンニンが印象深い骨格を作っています。フレンチオーク樽（新
樽）40%と、残り60%はステンレスタンクで6か月熟成しブレンド。ＪＡＬファーストクラスラウンジワインに採用されました。「日本で
のもう最高のワイン2015」でゴールドメダルを受賞。

★定番

Alc：13.0％

　ブルガリア/シビレンブラッド

JAN：3800218584227

　　　　　希望小売価格　2,700円（税抜）

トラキアヴァレー JAN：3800218581417 白 辛口

ヴィオニエ100％　

赤

ルビン100％

　　　　　　　　希望小売価格　3,500円（税抜）

重

★定番MEZZEK Mavrud （メゼック マヴルッド） 　

シラーとネッビオーロの交配種。豊な果実味、滑らかなタンニンに上品な酸が感じられ、赤果実、オーク、スパイス香が一体とな
り柔らかい舌触り、長い余韻を味わえます。オークとステンレスタンクで6～8か月熟成後ボトルで3か月寝かせました。

Cheval de Katrzyna Rubin（シュヴァル ルビン）

Alc：14.5％

ソーヴィニヨンブラン100％ 

シャルドネ100%

Alc：13.5％

トラキアヴァレー

トラキアヴァレー

熟した黄色果実のアロマにフレッシュで心地よい森の気配、優しいピーチの味わい。ステンレスタンクで6か月熟成。

Cheval de Katarzyna Viognier （シュヴァル ヴィオニエ）　

JAN：3800218584647 重

★定番

Alc：14.0％

Seven Grapes Varieties （セブン グレイプス バラエティーズ）

MEZZEK Sauvignon Blanc（メゼック ソーヴィニヨンブラン）

辛口JAN：3800218580038

トラキアヴァレー

赤

　　＜終売＞　　　　　       　　　　希望小売価格　2,100円（税抜）

MEZZEK Cabernet Sauvignon&Mavrud （メゼック カベルネソーヴィニヨン&マヴルッド）

JAN：3800218586191 重

★定番

　　　　　希望小売価格　2,700円（税抜）

トラキアヴァレー

中重

ブルガリアとギリシャの国境近く、長年人が立ち入らなかった為ノーマンズランドと呼ばれる古代トラキア王国の地に2004年誕生。ギリシャ神
話のディオニソス（バッカス）はトラキアで崇められていた酒神がモデルといわれています。東ロドピ山脈丘陵地帯に広がる550haの畑は冬も
温暖で年間日射量はブルガリア最大。双子の醸造家・キショフ兄弟が古典的手法と近代的設備を操り、欧州の専門家も評価するワインを
2006年以来作り続けています。メゼックは紀元前4世紀の高名なトラキア王の墳墓のある地名です。この地に畏敬の念とインスピレーション
を受け、ワインにメゼックと名付けました。ブルガリアで約200あるワイナリーの中で、カタルジーナ・エステイトは2015年ブルガリアベストワイ
ナリーに選ばれました。

トラキアヴァレー

カベルネソーヴィニヨン70％ マヴルッド30％　

固有品種マヴルッドとカベルネソーヴィニヨンが織りなすリッチでジューシーなトラキア原世界の赤。しっかりした果実味、タンニ
ン、そしてソフトな口当たりが見事に調和されたフルボディ。6か月熟成。

JAN：3800218584197

ボリュームがあり赤果実の風味がエレガントに広がります。6か月熟成。心地よい滑らかなタンニンが軸になっています。

★定番

トラキアヴァレー
Alc：14.5％

　　　　　　　希望小売価格　2,900円（税抜）

Katarzyna 　カタルジーナ

★定番

シラー100％  
JAN：3800218584852

白

★定番

★定番

　　　　　　　　　　　　希望小売価格　2,400円（税抜）
トラキアヴァレー

果実味、ミネラル、上品な甘味と酸味が合わさったバランスの良い優雅なシャルドネステンレスタンクで6か月熟成。刺身や焼き
魚との相性が良い辛口ワイン。

　  ＜終売＞　　　　　　　　　　　　希望小売価格　2,400円（税抜）
赤 中重

赤
Alc：14.5％

MEZZEK Syrah （メゼック シラー）　　　　
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商品名
2016年
産地 1,700ｇ

品種

商品名

2016年

産地 1,280ｇ

品種

商品名

2019年

産地 1,500g

品種

商品名

2019年

産地 1,500g

品種

商品名

2015年

産地 1,800g

品種

商品名

2018年

産地 1,400g

品種

　　　　　　　　　　　　　　　　　希望小売価格　3,000円（税抜）

トラキアヴァレー JAN：3800218581141 白 辛口

ソーヴィニヨンブラン100％　 Alc：13.3％

ブリガリア人アーティストのヴィンテージ毎に変わる斬新なエチケットが人気のブランド。熟した果実やハーブのニュアンスと爽
やかでバランスの良い酸味のコンビネーション。発酵時オーク樽使用、ステンレスタンクで6ヶ月熟成。

Contemplations Sauvignon Blanc（コンテンプレーションズ　ソーヴィニヨンブラン） ★定番

カベルネソヴィニヨン70％シラー30％

　　　　　　　　　　　希望小売価格　4,500円（税抜）

トラキアヴァレー JAN：3800218580946

★定番

赤

　　　　　　　希望小売価格　5,000円（税抜）

★定番

Alc：13.8％

重

Chopin BALLADE （ショパン バラード）※旧・ショパンコンチェルト

トラキアヴァレー

鮮やかな濃いルビー色、柔らかく熟した果実、松の木、鞣革、スミレのニュアンス、果実本来の自然な甘味にビロードのようなタ
ンニン、カシス、シナモンの香りと共に印象的なフィナーレを味わえます。ショパンノクターンのイメージをワインに重ねました。
ショパンを聴かせて熟成させた驚きのボトルです。オーク樽熟成10ヶ月。

重

メルロー70％　カベルネフラン30％ 

★定番

白 辛口

シャルドネ60％ソーヴィニヨンブラン40％

　　　　　　　　　　　　　　　　　希望小売価格　6,000円（税抜）

トラキアヴァレー JAN：3800218585200 赤

濃いガーネット色、焼いた森の黒果実、レンガ、紅茶のニュアンス。エキゾティックなスパイスとエレガントに熟したビロードのよ
うなタンニン。ドライフルーツ、ブラックチョコレート、キャラメル、焼きかぼちゃのイメージが重なり長い余韻を楽しめます。ショパ
ン・コンチェルトのイメージをワインに重ねたカタルジーナの野心作。ワイナリーでショパンを聴かせて熟成させました。オーク樽
熟成18ヶ月。ムンドゥスビニ2016金賞・ブルガリアベスト赤ワインに選ばれました。 ※ワイン名が変更になりました。

Alc：14.5％

JAN：3800218584036 赤

Alc：14.5％

澄んで緑がかったゴールド色。エッセンシャルオイル、ヴァニラクリームのアロマ。新鮮でジューシーながら柔らかくデリケートな
ボディがエレガントな余韻と合わさり充実した飲み心地を味わえます。ショパンソナタのイメージをワインに重ねました。樽熟成
６ヶ月。ワイナリーの地下熟成庫でショパンを聴かせて熟成させた驚きのボトルです。

　　　　　　　　　　希望小売価格　4,500円（税抜）

トラキアヴァレー JAN：3800218585224

Chopin NOCTURNE （ショパン ノクターン）

Chopin SONATA （ショパン ソナタ）

フレンチオーク新樽で10ヶ月熟成。豊かな黒い森の果実、トリュフ、スパイス、なめし革、フレンチオークの香りが力強
いフルボディを彩り、それにモカ、キャラメルの味覚が加わって、なめらかなタンニンと芳ばしいフルーツの記憶が長
く続きます。写真は双子の醸造家（キショフ兄弟）のひとりシヴィレン・キショフ。2009年ヴィンテージ→「日本で飲もう
最高のワイン2012」プラチナ賞。Vinalies International Paris 2011金賞。コンクール受賞多数。

カベルネソーヴィニヨン60％ メルロー40％ Alc：14.5％

Alc：14.0％

希望小売価格　5,000円（税抜）
トラキアヴァレー JAN：3800218584432 赤

葡萄は東ドピ山脈産。フレンチオーク樽で10ヶ月熟成。色合いが濃く、シガー、チョコレート、完熟した果実
を想起させます。ビロードのように滑らかな味わい。タンニンが柔らかく、余韻が長い。世界のシラーコン
クール Syrah du Monde 2011金賞（2013年ヴィンテージも金賞受賞）。「日本で飲もう最高のワイン2012」
ゴールドメダル受賞。世界シラーTOP10 入り。

　ブルガリア/シビレンブラッド

重

シラー100％

★定番QUESTION MARK （クエスチョンマーク）

Katarzyna 　カタルジーナ

重

★定番ENCORE Syrah （アンコール シラー）


