ワイン（ドイツ）

130

トラベーナ（タイタニックワイン）
参考上代

¥1,740

トラベーナ・ウルツガルテン・
リースリング・カビネット
タイプ：白・中甘口・ミディアム
年 代：2010 度数：８,５
格 付：プレディカーツ・ＫＡＢ
産 地：ﾄﾞｲﾂ･ﾓｰｾﾞﾙ地方
ﾄﾗｰﾍﾞﾝ村ｳﾙﾂｶﾞﾙﾃﾝ畑
品 種：リースリング１００％
ﾒｰｶｰ名：ラングート
容 量：７５０ｍｌ 入数：１２本入
ＪＡＮ：4001432364100
【ﾀｲﾀﾆｯｸ号に積まれていたﾜｲ
ﾝ】
ﾓｰｾﾞﾙ川中流域ﾗﾝｸﾞｰﾄ社所在
地ﾄﾗﾍﾞｰﾝ村ｳﾙﾂｶﾞﾙﾃﾝ畑の単
一畑物。タイタニック号に積ま
れていた幻の白ワイン。ストー
リーに加え、エレガントなやや
甘口の味わいで非常に飲みや
すいのでプレゼントにも最適で
す！

ワイン（イタリア）

251

サンジョベーゼ（ピサの斜塔）
参考上代

¥2,580

サンジョベーゼ(ピサの斜塔)
タイプ：赤・辛口・ミディアム
年 代：2010 度数：１１,５
格 付：ＩＧＴトスカーナ
産 地：イタリア･トスカーナ州
品 種：サンジョベーゼ１００％
ﾒｰｶｰ名：ベリーニ
容 量：７５０ｍｌ 入数：１２本入
ＪＡＮ：8002373002881
【倒れそうで倒れない！ピサの
斜塔ボトル】
ボトルだけではなく中身もとっ
ても美味しいワイン♪イタリア
で最も普及し、トスカーナでは
高級品種であるサンジョベー
ゼ。エレガントさと強いアロマは
トマトソースのお料理に相性抜
群です。

ワイン（イタリア）

290

ラクリマ・クリスティ
参考上代

156

リースリングＱｂＡ
参考上代

¥2,730

【ﾂﾘｰ型ﾎﾞﾄﾙに入った キリスト
の涙 】
ラクリマ・クリスティとは「キリス
トの涙」という意味。またその
「涙と葡萄」についてイタリア語
でツリー型ボトルにデザインさ
れています。ワインはフレッ
シュでエレガントな味わい。プレ
ゼントにも！

365

バンドール
参考上代

¥4,300

【ﾛﾏﾈ･ｺﾝﾃｨの使用樽で熟成さ
せました！】
ﾌﾞﾗﾎﾞｰｱｰﾃｨｽﾄ！ と賞賛される
新人。本場ﾌﾗﾝｽの星付ﾚｽﾄﾗﾝ
や日本の星付ﾚｽﾄﾗﾝ、更にはｱ
ﾗﾝﾃﾞｭｶｽ氏も即決採用＆高評
価！ﾜｲﾅｰﾄにも掲載。｢自然な
醸造法によりリッチでいて品の
あるﾊﾞﾝﾄﾞｰﾙの個性が開花す
る。｣大人気オススメワインで
す。

157
参考上代

¥2,360

¥2,360

ｼｭﾍﾟﾄﾌﾞﾙｸﾞﾝﾀﾞｰﾛｾﾞ
(クリスマスボトル)
タイプ：ロゼ・中甘口・ミディアム
年 代：2010 度数：９,５
格 付：ｸｳﾞｧﾘﾃｰﾂﾜｲﾝ(ＱｂＡ)
産 地：ﾄﾞｲﾂ･ﾓｰｾﾞﾙ地方
品 種：ｼｭﾍﾟﾄﾌﾞﾙｸﾞﾝﾀﾞｰ100%
ﾒｰｶｰ名：ＳＭＷ
容 量：５００ｍｌ 入数：１５本入
ＪＡＮ：4514852200038

【年末スポット輸入】
毎年８月受注発注にて輸入。
まろやかな酸味と甘さのモーゼ
ル･ワイン。可愛いボトルは贈り
物にも最適！是非、お問合せ
下さい。

【年末スポット輸入】
毎年８月受注発注にて輸入。
シュペトブルグンダー種はフラ
ンスのピノ･ノワール種と同じ。
やや甘口で飲みやすく、ロマン
ティックなピンク色のツリーボト
ルは毎年大人気！是非、お問
合せ下さい。

ワイン（イタリア）

288

ＩＧＴネロ・ダヴォラ
参考上代

ワイン（イタリア）

289

ＩＧＴインツォリア
参考上代

¥1,500

ワイン（イタリア）

217

プロセッコ･スパーゴ

リースリングＱｂＡ
(クリスマスボトル)
タイプ：白・中甘口・ミディアム
年 代：2010 度数：９,５
格 付：ｸｳﾞｧﾘﾃｰﾂﾜｲﾝ（ＱｂＡ）
産 地：ﾄﾞｲﾂ･ﾓｰｾﾞﾙ地方
品 種：リースリング１００％
ﾒｰｶｰ名：ＳＭＷ
容 量：５００ｍｌ 入数：１５本入
ＪＡＮ：4514852200014

参考上代

¥3,100

プロセッコ･スパーゴ
タイプ：ＳＰ白・辛口・ミディアム
年 代：ＮＶ 度数：１１,０
格 付：DOCﾌﾟﾛｾｯｺ･ﾃﾞｨ･ｳﾞｧﾙ
ﾄﾞｯﾋﾞｱｰﾃﾞﾈ フリザンテ
産 地：ｲﾀﾘｱ･ｳﾞｪﾈﾄ州・ｳﾞｧﾙﾄﾞｯ
ﾋﾞｱｰﾃﾞﾈ
品 種：プロセッコ１００％
ﾒｰｶｰ名：ミオネット
容 量：７５０ｍｌ 入数：１２本入
ＪＡＮ：4958178234047
ヴェネトに本拠地をおくミオネッ
ト社。プロセッコ種の先駆者とし
ても知られています。最新鋭醸
造設備を誇り、高品質を約束し
てくれます。果実味豊かな香り
と心地よい辛口に軽い泡立ち
が引き立ちます。

ワイン（イタリア）

291

ヴァッレ・ダオスタＰＮ

¥1,500

参考上代

¥2,800

ＩＧＴネロ・ダヴォラ
コンテ・ディ・マタロッコ
タイプ：赤・辛口・ミディアム
年 代：2010 度数：１２,５
格 付：ＩＧＴシチリア
産 地：イタリア・シチリア
品 種：ネロ・ダヴォラ１００％
ﾒｰｶｰ名：ｶﾝﾃｨｰﾈ･ﾊﾟｵﾘｰﾆ
容 量：７５０ｍｌ 入数：１２本入
ＪＡＮ：8017437000437

ＩＧＴインツォリア
コンテ・ディ・マタロッコ
タイプ：白・辛口・ミディアム
年 代：2010 度数：１２,５
格 付：ＩＧＴシチリア
産 地：イタリア・シチリア
品 種：インツォリア１００％
ﾒｰｶｰ名：ｶﾝﾃｨｰﾈ･ﾊﾟｵﾘｰﾆ
容 量：７５０ｍｌ 入数：１２本入
ＪＡＮ：8017437000130

ヴァッレ・ダオスタＰＮ
タイプ：赤・辛口・ミディアム
年 代：０８ 度数：１３,０
格 付：ＤＯＣヴァッレ・ダオスタ
産 地：ｲﾀﾘｱ・ｳﾞｧｯﾚﾀﾞｵｽﾀ州
品 種：ピノ･ノワール１００％
ﾒｰｶｰ名：アﾝｽﾃｨﾄｩ･ｱｸﾞﾘｺﾙ･ﾚ
ｼﾞｮﾅﾙ
容 量：７５０ｍｌ 入数：１２本入
ＪＡＮ：8028381008066

１９６４年創業の８００人以上か
らなる協同組合カンティーナ・
パオリーニ社が造る飲みやす
いデイリーワイン。ネロ・ダヴォ
ラはシチリアでは最も評価の高
い黒葡萄のひとつです。

１９６４年創業の８００人以上か
らなる協同組合カンティーナ・
パオリーニ社が造る飲みやす
いデイリーワイン。インツォリア
はほぼシチリアだけで栽培され
る土着品種です。シチリアの暖
かな日差しを想像させる味わ
いです。

【極小＆極少 精鋭ワイン産地
のｳﾞｧｯﾚ･ﾀﾞｵｽﾀ産】
ｲﾀﾘｱ２０州で最小＆生産量も
全土の0,03％と最少のｳﾞｧｯﾚ･
ﾀﾞｵｽﾀ州産。このワインの造り
手は農業学校の生徒。角度７０
度の断崖絶壁で丹念に育てた
葡萄を使用。また、シンプル感
がカッコいいイタリア語ラベルも
魅力のひとつです。

ワイン（フランス）

327

参考上代

¥3,580

シャトー・デ・ミランジェ
キュベ・ロワイヤル
タイプ：赤･辛口･ﾐﾃﾞｨｱﾑﾍｳﾞｨ
年 代：０２ 度数：１２,５
格 付：ACﾌﾟﾙﾐｴｰﾙ･ｺｰﾄ･ﾄﾞ･ﾎﾞ
ﾙﾄﾞｰ
産 地：ﾌﾟﾙﾐｴｰﾙ･ｺｰﾄ･ﾄﾞ･ﾎﾞﾙ
ﾄﾞｰ
品 種：ﾒﾙﾛｰ70%★ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰ
ｳﾞｨﾆｮﾝ15%★ｶﾍﾞﾙﾈ･ﾌﾗﾝ15%
ﾒｰｶｰ名：ｼｬﾄｰ･ﾐﾗﾝｼﾞｪ
容 量：７５０ｍｌ 入数：１２本入
ＪＡＮ：4514852240041
【･･･千人の天使･･･】その昔、
ｼｬﾄｰに隣接する孤児院の孤児
らの生計を支えるためにﾜｲﾝが
造られていたことから由来（現
在もこの孤児院に寄付していま
す）９２年のソムリエ世界一に
なったﾌｨﾘｯﾌﾟ･ﾌｫｳﾌﾞﾗ氏が、ﾎﾞ
ﾙﾄﾞｰ117本中から選んだ1本で
もあります。繊細だがしっかりし
た感触と果実の味わい。1/3新

ワイン（フランス）

366

ﾄﾞﾒｰﾇ･ｼﾙﾚ ｸﾞﾗﾝ･ﾚｾﾞﾙﾌﾞ
ﾊﾞﾝﾄﾞｰﾙ･ｷｭﾍﾞ･ｲﾝﾃﾞｨｱ
タイプ：赤・辛口・ヘヴィ
年 代：０８ 度数：１５,０
格 付：ACﾊﾞﾝﾄﾞｰﾙ
産 地：ﾌﾗﾝｽ ﾊﾞﾝﾄﾞｰﾙ
品 種：ﾑｰﾙｳﾞｪｰﾄﾞﾙ85%★ｻﾝ
ｿｰ＆ｸﾞﾙﾅｯｼｭ種15%
ﾒｰｶｰ名：ﾃﾞｭﾍﾟﾚ･ﾊﾞﾚﾗ
容 量：７５０ｍｌ 入数：１２本入
ＪＡＮ：4514852180163

ワイン（ドイツ）

ｼｭﾍﾟﾄﾌﾞﾙｸﾞﾝﾀﾞｰ・ﾛｾﾞ

ｼｬﾄｰ･ﾃﾞ･ﾐﾗﾝｼﾞｪ ｷｭｳﾞｪ･ﾛﾜｲﾔﾙ

ﾗｸﾘﾏ･ｸﾘｽﾃｨ
(ｸﾘｽﾏｽﾎﾞﾄﾙ)
タイプ：白・辛口・ミディアム
年 代：０９ 度数：１３,０
格 付：ＤＯＣ
ﾗｸﾘﾏ･ｸﾘｽﾃｨ･ﾃﾞﾙ･ｳﾞｪｽ
ｳﾞｨｵ
産 地：ｲﾀﾘｱ･ｶﾝﾊﾟｰﾆｬ州ﾅﾎﾟﾘ
近郊
品 種：ｺｰﾀﾞ･ﾃﾞｨ･ｳﾞｫﾙﾍﾟ80%★
ﾌｧﾗﾝｷﾞｰﾅ20%
ﾒｰｶｰ名：マウリツィオ・ルソー
容 量：５００ｍｌ 入数：１５本入
ＪＡＮ：4514852450020

ワイン（フランス）

ワイン（ドイツ）

参考上代

ワイン（フランス）

337

マゼラック

¥3,560

【樽を知り尽くした男の造るワイ
ン】
樽名門メーカー：スギャン･モ
ローの人間だったフェザス氏。
１９９５年より父よりﾄﾞﾒｰﾇを引
継ぎ俄然脚光をあびる。ヴェル
ヴェットのような口当たり、深い
コク、複雑味、どれをとっても一
級品！

364

バンドール・ブラン
参考上代

¥3,100

マゼラック
ﾄﾞﾒｰﾇ･ﾄﾞ･ﾗ･ﾌﾞｲｯｾ
タイプ：赤・辛口・ヘヴィ
年 代：０８ 度数：１４,０
格 付：ACｺﾙﾋﾞｴｰﾙ･ﾌﾞﾄﾅｯｸ
産 地：ﾌﾗﾝｽ ｺﾙﾋﾞｴｰﾙﾌﾞﾄﾅｯｸ
品 種：ｶﾘﾆｬﾝ80%★ｸﾞﾙﾅｯｼｭ
20%
ﾒｰｶｰ名：ﾄﾞﾒｰﾇ･ﾄﾞ･ﾗ･ﾌﾞｲｯｾ
容 量：７５０ｍｌ 入数：１２本入
ＪＡＮ：3760075060435
【３ｯ星ﾚｽﾄﾗﾝ「ﾙｲ･ｷｬｰﾝｽﾞ」にｵ
ﾝ･ﾘｽﾄ！】
史上最高８ッ星ｼｪﾌ ｱﾗﾝ･ﾃﾞｭｶｽ
氏の３ｯ星ﾚｽﾄﾗﾝ「ﾙｲ･ｷｬｰﾝｽﾞ」
のﾜｲﾝﾘｽﾄに1998年から載るﾜ
ｲﾝ。ACｺﾙﾋﾞｴｰﾙ･ﾌﾞﾄﾅｯｸは
2005年に新しく誕生したﾗﾝｸﾞ
ﾄﾞｯｸ地方の数少ないｸﾞﾗﾝｸﾘｭの
ひとつ(以前はACｺﾙﾋﾞｴｰﾙでﾘ
ﾘｰｽ)オーク樽12 ヶ月熟成。

ワイン（フランス）

367

ﾄﾞﾒｰﾇ･ｼﾙﾚ ﾗ･ｺｰﾄ･ﾃﾞｭｰｸｽ

グラン･レゼルヴ
ﾄﾞﾒｰﾇ･ｼﾙﾚ
タイプ：赤・辛口・ヘヴィ
年 代：０５ 度数：１３,５
格 付：VdPｺｰﾄ･ﾄﾞ･ｶﾞｽｺｰﾆｭ
産 地：ﾌﾗﾝｽ ｺｰﾄ･ﾄﾞ･ｶﾞｽｺｰﾆｭ
品 種：ﾀﾅ★ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ
★ﾒﾙﾛｰ
ﾒｰｶｰ名：ﾄﾞﾒｰﾇ･ｼﾙﾚ
容 量：７５０ｍｌ 入数：１２本入
ＪＡＮ：4514852180187

ワイン（フランス）

参考上代

¥2,500

参考上代

¥4,300

ﾊﾞﾝﾄﾞｰﾙ･ﾌﾞﾗﾝ ｷｭﾍﾞ･ｲﾝﾃﾞｨｱ
タイプ：白・辛口・ヘヴィ
年 代：０９ 度数：１３,０
格 付：ACﾊﾞﾝﾄﾞｰﾙ
産 地：ﾌﾗﾝｽ ﾊﾞﾝﾄﾞｰﾙ
品 種：ｸﾚﾚｯﾄ70%★ﾌﾞｰﾙﾌﾞﾗﾝ
30%
ﾒｰｶｰ名：ﾃﾞｭﾍﾟﾚ･ﾊﾞﾚﾗ
容 量：７５０ｍｌ 入数：１２本入
ＪＡＮ：4514852180484
【ﾃﾞｭﾍﾟﾚ･ﾊﾞﾚﾗが待望の白を造
りました】
ﾌﾞﾗﾎﾞｰｱｰﾃｨｽﾄ！ と賞賛される
新人。本場ﾌﾗﾝｽの星付ﾚｽﾄﾗﾝ
や日本の星付ﾚｽﾄﾗﾝ、更にはｱ
ﾗﾝﾃﾞｭｶｽ氏も即決採用＆高評
価のﾜｲﾝを造る二人が多くの方
のﾘｸｴｽﾄに答え、白を誕生させ
ませいた！完熟した柑橘類の
香りと果実味に厚みのある味
わいが広がります。

ワイン（フランス）

375

ｼｬﾄｰ･ﾏﾝｺﾞｰ ｷｭｳﾞｪ･ｶﾝﾃｯｻﾝ
参考上代

¥7,980

ラ・コート・デュークス
ﾄﾞﾒｰﾇ･ｼﾙﾚ
タイプ：白・辛口・ヘヴィ
年 代：０９ 度数：１３,０
格 付：VdPｺｰﾄ･ﾄﾞ･ｶﾞｽｺｰﾆｭ
産 地：ﾌﾗﾝｽ ｺｰﾄ･ﾄﾞ･ｶﾞｽｺｰﾆｭ
品 種：ｸﾞﾛ･ﾏﾝｻﾝ100％
ﾒｰｶｰ名：ﾄﾞﾒｰﾇ･ｼﾙﾚ
容 量：７５０ｍｌ 入数：１２本入
ＪＡＮ：4514852180170

シャトー・マンゴー
キュヴェ・カンテッサン
タイプ：赤・辛口・ヘヴィ
年 代：０１ 度数：１３,５
格 付：ACｻﾝﾃﾐﾘｵﾝ･ｸﾞﾗﾝ･ｸﾘｭ
産 地：ﾌﾗﾝｽ ｻﾝﾃﾐﾘｵﾝ
品 種：ﾒﾙﾛｰ100％
ﾒｰｶｰ名：シャトー・マンゴー
容 量：７５０ｍｌ 入数：１２本入
ＪＡＮ：4514852180224

【樽を知り尽くした男の造るワイ
ン】
樽名門メーカー：スギャン･モ
ローの人間だったフェザス氏。
「南仏のﾓﾝﾗｯｼｪ！」との高評価
も納得。ﾊﾞﾆﾗにｽﾐﾚにﾊﾁﾐﾂ
に･･･！濃厚で凝縮された深い
味わいの果実味に樽からの熟
成香が素晴しい、奥行きのある
白ワインです！

Ch,ｳﾞｧﾗﾝﾄﾞﾛｰとCh,ﾌｫｰｼﾞｪｰﾙ
の間にある完璧な土壌のｻﾝﾃﾐ
ﾘｵﾝ･ｸﾞﾗﾝ･ｸﾘｭ ｼｬﾄｰ･ﾏﾝｺﾞｰの
最高峰ﾜｲﾝ。ﾜｲﾝ王国で特選ﾍﾞ
ｽﾄ･ﾊﾞ･ﾜｲﾝ獲得。100％新樽で
１６〜１９ヶ月熟成。ﾌﾚﾝﾁｵｰｸ
樽は３段階に焼いてもらい、そ
の３種類を畑ごとに替え、瓶詰
め前にﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。

ワイン（フランス）

380

ﾄﾞﾒｰﾇ･ｸﾛ ｳﾞｨｴｲﾕ･ｳﾞｨｰﾆｭ
参考上代

ワイン（フランス）

396

ｼｬﾄｰ･ﾃﾞ･ﾉｰｼﾞｬﾝ ﾙｰｼﾞｭ

¥3,340

参考上代

ワイン（フランス）

433

ｺｰﾄ･ﾃﾞｭ･ﾛｰﾇ ﾙｲ･ﾑｾ

¥1,380

参考上代

¥1,920

ｼｬﾄｰ･ﾃﾞ･ﾉｰｼﾞｬﾝ ﾙｰｼﾞｭ
ｵｰ･ﾗﾝﾊﾞｰﾄ
タイプ：赤・辛口・ミディアム
年 代：０９ 度数：１２,５
格 付：ACﾎﾞﾙﾄﾞｰ
産 地：ﾌﾗﾝｽ ﾎﾞﾙﾄﾞｰ
品 種：ﾒﾙﾛｰ70%★ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰ
ｳﾞｨﾆｮﾝ30%
ﾒｰｶｰ名：ｼｬﾄｰ･ﾉｰｼﾞｬﾝ
容 量：７５０ｍｌ 入数：１２本入
ＪＡＮ：3700203020078

コート・デュ・ローヌ
ルイ・ムセ
タイプ：赤・辛口・ミディアム
年 代：０９ 度数：１３,０
格 付：ACｺｰﾄ･ﾃﾞｭ･ﾛｰﾇ
産 地：ﾌﾗﾝｽ ｺｰﾄ･ﾃﾞｭ･ﾛｰﾇ
品 種：ｸﾞﾙﾅｯｼｭ70%★ｼﾗｰ15%
★ﾑｰﾙｳﾞｪｰﾄﾞﾙ10%★ｻﾝｿｰ5%
ﾒｰｶｰ名：ルイ・ムセ
容 量：７５０ｍｌ 入数：１２本入
ＪＡＮ：3193661250161

【1905年植樹。樹齢約１００年
の凝縮感。】
樹齢１００年以上！究極のｳﾞｨｴ
ｲﾕ･ｳﾞｨｰﾆｭを９９.５％使用。
パーカーP９０点。ﾌﾞﾗｯｸﾍﾞﾘｰや
ｶｼｽをｺﾝﾎﾟｰﾄしたような非常に
素晴しい果実味の凝縮感。タン
ニンは中程度でヴィロードのよ
うに滑らか。｢良く出来たワイ
ン。極度の果実味｣

シャトーは、サンテミリオンに程
近いアントル･ドゥ･メールに位
置します。紫がかったルビー
色、いちごや木いちごのような
赤味果実の香り、酸とタンニン
のバランスは非常に良く、この
価格にして、この全体のバラン
スの良さ。コストパフォーマンス
は抜群です。

五年連続金賞受賞。ブラックベ
リーやプルーンなど果実味の
甘さと酸味が溶け合い、クリー
ミーで柔らかな輪郭を持ちま
す。タンニンも丸みをおび、全
体的にコクがあり非常にバラン
スが良い。レストランの定番ワ
インにもオススメです。

451

ﾋﾞｵ ｼｬﾌﾞﾘ･ﾌﾟﾙﾐｴ･ｸﾘｭ"ﾌﾙｼｮｰﾑ"
参考上代

¥5,500

ﾋﾞｵ ｼｬﾌﾞﾘ･ﾌﾟﾙﾐｴｸﾘｭ･ﾌﾙｼｮｰﾑ
ﾄﾞﾒｰﾇ･ｼﾞｮﾝ･ｸﾞﾚｲ･ｴ･ﾌｨｽ
タイプ：白・辛口・ミディアム
年 代：０７ 度数：１２,５
格 付：ACｼｬﾌﾞﾘ･ﾌﾟﾙﾐｴ･ｸﾘｭ･ﾌ
ﾙｼｮｰﾑ
産 地：ﾌﾗﾝｽ ｼｬﾌﾞﾘ
品 種：ｼｬﾙﾄﾞﾈ100%(ﾋﾞｵ･ﾃﾞｨﾅﾐ
栽培)
ﾒｰｶｰ名：ﾄﾞﾒｰﾇ･ｼﾞｮﾝ･ｸﾞﾚｲ･ｴ･
ﾌｨｽ
容 量：７５０ｍｌ 入数：１２本入
ＪＡＮ：4514852180361
【BioDynamie 生力学農法】
ｼｬﾌﾞﾘ地区で認証有機栽培の
生産者はわずか２人。そのうち
の1人（1997年認可取得）がﾌｨ
ﾘｯﾌﾟ氏。ｽﾃﾝﾚｽﾀﾝｸ18ヶ月熟
成。厚みある果実味が口全体
を覆います。滑らかでﾎﾟｯﾃﾘし
た印象は、極上の１級畑ﾌﾙ
ｼｮｰﾑ物！

ワイン（フランス）

1339

ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ・ﾙｰｼﾞｭ
参考上代

ワイン（フランス）

482

ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ･ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ
参考上代

¥4,500

【ﾎﾟﾏｰﾙの有名ﾄﾞﾒｰﾇのﾊﾟﾗﾝ家
の一員】
夫はﾎﾟﾏｰﾙの有名ﾄﾞﾒｰﾇ。妻は
ｳﾞｫｰﾇ･ﾛﾏﾈの名門ｸﾞﾛ家ｼﾞｬﾝ･
ｸﾞﾛの娘。そんな夫婦が造った
ワインです。ピノノワールの可
愛らしい赤味果実にほんの僅
かな期間の新樽使用がほのか
なバニラ香をもたらしていま
す。

ワイン（フランス）

1340

ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ・ﾌﾞﾗﾝ

¥2,500

参考上代

ワイン（フランス）

487

ｼｬﾄｰ･ﾀﾞﾘｺｰﾄﾞ･ﾙｰｼﾞｭ

ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ･ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ
ﾄﾞﾒｰﾇ･ﾌﾗﾝｿﾜ･ﾊﾟﾗﾝ
タイプ：赤・辛口・ミディアム
年 代：０６ 度数：１２,５
格 付：ACﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ
産 地：ﾌﾗﾝｽ ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ
品 種：ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ100%
ﾒｰｶｰ名：ﾄﾞﾒｰﾇ･ﾌﾗﾝｿﾜ･ﾊﾟﾗﾝ
容 量：７５０ｍｌ 入数：１２本入
ＪＡＮ：4514852320019

参考上代

参考上代

¥3,680

ビオ・シャブリ
ﾄﾞﾒｰﾇ･ｼﾞｮﾝ･ｸﾞﾚｲ･ｴ･ﾌｨｽ
タイプ：白・辛口・ミディアム
年 代：2010 度数：１２,５
格 付：ACシャブリ
産 地：ﾌﾗﾝｽ シャブリ
品 種：ｼｬﾙﾄﾞﾈ100%(ﾋﾞｵ･ﾃﾞｨﾅﾐ
栽培)
ﾒｰｶｰ名：ﾄﾞﾒｰﾇ･ｼﾞｮﾝ･ｸﾞﾚｲ･ｴ･
ﾌｨｽ
容 量：７５０ｍｌ 入数：１２本入
ＪＡＮ：4514852180354
【BioDynamie 生力学農法】
ｼｬﾌﾞﾘ地区で認証有機栽培の
生産者はわずか２人。そのうち
の1人（1997年認可取得）がﾌｨ
ﾘｯﾌﾟ氏。その製法は「土地本来
が待つ力を引き出す」ﾋﾞｵ･ﾃﾞｨﾅ
ﾐこと生力学農法を使用。果実
味のしっかりとした尚且つｼｬｰ
ﾌﾟでキレのあるｼｬﾌﾞﾘです。

ワイン（フランス）

488

ｼｬﾄｰ･ﾀﾞﾘｺｰﾄﾞ･ﾌﾞﾗﾝ

¥3,720

参考上代

¥3,720

ｼｬﾄｰ･ﾀﾞﾘｺｰﾄﾞ･ﾙｰｼﾞｭ
ｷｭｳﾞｪ･ﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞ
タイプ：赤・辛口・ミディアム
年 代：０６ 度数：１３,０
格 付：ACｸﾞﾗｰｳﾞ
産 地：ﾌﾗﾝｽ ｸﾞﾗｰｳﾞ
品 種：ﾒﾙﾛｰ60%★ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰ
ｳﾞｨﾆｮﾝ38%★ﾌﾟﾃｨ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ2%
ﾒｰｶｰ名：ｼｬﾄｰ･ﾀﾞﾘｺｰﾄﾞ
容 量：７５０ｍｌ 入数：１２本入
ＪＡＮ：3760172150060

ｼｬﾄｰ･ﾀﾞﾘｺｰﾄﾞ･ﾌﾞﾗﾝ
ｷｭｳﾞｪ･ﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞ
タイプ：白・辛口・ミディアム
年 代：０６ 度数：１２,５
格 付：ACｸﾞﾗｰｳﾞ
産 地：ﾌﾗﾝｽ ｸﾞﾗｰｳﾞ
品 種：ｾﾐﾖﾝ65%★ｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ･
ﾌﾞﾗﾝ35%
ﾒｰｶｰ名：ｼｬﾄｰ･ﾀﾞﾘｺｰﾄﾞ
容 量：７５０ｍｌ 入数：１２本入
ＪＡＮ：3760172150077

【５大ｼｬﾄｰのｼｬﾄｰ･ｵｰ･ﾌﾞﾘｵﾝ
使用樽で12ヶ月熟成】
あのｼｬﾄｰ･ｵｰ･ﾌﾞﾘｵﾝから譲り
受けた樽で１年間熟成！たっ
ぷりとした赤味果実に甘草や
ﾋﾟｰﾏﾝのﾆｭｱﾝｽ。それにやはり
ｵｰｸ樽熟成のﾌﾚｰﾊﾞｰが素晴し
く、コクのある余韻が長く続きま
す。

【５大ｼｬﾄｰのｼｬﾄｰ･ﾏﾙｺﾞｰの白
で使用した樽で熟成】
あのｼｬﾄｰ･ﾏﾙｺﾞｰの白、ﾊﾟﾋﾞﾖ
ﾝ･ﾌﾞﾗﾝ･ﾃﾞｭ･ｼｬﾄｰ･ﾏﾙｺﾞｰで使
用された樽で１０ヶ月熟成！柑
橘類に白い花、モモのアロマに
オーク樽熟成のバニラ香が心
地よく広がりをみせます。

ワイン（フランス）

1351

ロートル・ド・ソシアンドマレ

¥2,500

450

ビオ・シャブリ

ドメーヌ・クロ
ｳﾞｨｴｲﾕ・ｳﾞｨｰﾆｭ
タイプ：赤・辛口・ヘヴィ
年 代：０８ 度数：１４,０
格 付：ACミネルヴォワ
産 地：ﾌﾗﾝｽ ミネルヴォワ
品 種：ｶﾘﾆｬﾝ100％(樹齢100
年)
ﾒｰｶｰ名：ﾄﾞﾒｰﾇ･クロ
容 量：７５０ｍｌ 入数：１２本入
ＪＡＮ：4514852180231

ワイン（フランス）

ワイン（フランス）

参考上代

ワイン（フランス）

1359

シャトー・マスビュレル

¥5,600

参考上代

¥2,800

ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ･ﾙｰｼﾞｭ
ﾄﾞﾒｰﾇ･ﾃﾞ･ﾏﾚｼｮｰﾄﾞ
タイプ：赤・辛口・ミディアム
年 代：０８ 度数：１２,５
格 付：ACﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ
産 地：ﾌﾗﾝｽ ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ
品 種：ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ100%
ﾒｰｶｰ名：ﾄﾞﾒｰﾇ･ﾃﾞ･ﾏﾚｼｮｰﾄﾞ
容 量：７５０ｍｌ 入数：１２本入
ＪＡＮ：4514852180446

ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ･ﾌﾞﾗﾝ
ﾄﾞﾒｰﾇ･ﾃﾞ･ﾏﾚｼｮｰﾄﾞ
タイプ：白・辛口・ミディアム
年 代：０９ 度数：１２,５
格 付：ACﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ
産 地：ﾌﾗﾝｽ ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ
品 種：ｼｬﾙﾄﾞﾈ100%
ﾒｰｶｰ名：ﾄﾞﾒｰﾇ･ﾃﾞ･ﾏﾚｼｮｰﾄﾞ
容 量：７５０ｍｌ 入数：１２本入
ＪＡＮ：4514852180440

ﾛｰﾄﾙ･ﾄﾞ･ｿｼｱﾝﾄﾞﾏﾚ
タイプ：赤・辛口・ミディアム
年 代：０６ 度数：１２,５
格 付：ACｵｰ･ﾒﾄﾞｯｸ
産 地：ﾌﾗﾝｽ ｵｰ･ﾒﾄﾞｯｸ
品 種：ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ50%★
ﾒﾙﾛｰ50%
ﾒｰｶｰ名：ｼｬﾄｰ･ｿｼｱﾝﾄﾞﾏﾚ
容 量：７５０ｍｌ 入数：１２本入
ＪＡＮ：45148524600012

シャトー・マスビュレル
タイプ：白・辛口・ヘヴィ
年 代：０２ 度数：１３,０
格 付：ACモンラヴェル
産 地：ﾌﾗﾝｽ ﾓﾝﾗｳﾞｪﾙ
品 種：ｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ･ﾌﾞﾗﾝ70%★ｾ
ﾐﾖﾝ27%ﾐｭｽｶﾃﾞﾙ3%
ﾒｰｶｰ名：ｼｬﾄｰ･ﾏｽﾋﾞｭﾚﾙ
容 量：７５０ｍｌ 入数：１２本入
ＪＡＮ：4514852470028

【ｸﾙﾃｨｴ(仲買人)が自分で造っ
た理想的ワイン】
元々ﾏｺﾝ〜ﾎﾞｼﾞｮﾚｰ地区でｸﾙ
ﾃｨｴをしていたﾊﾟﾄﾘｯｸ･ﾊﾟﾌﾞﾛﾌｽ
ｷ氏が真南向き斜面一面に広
がる畑に一目ぼれし、設備投
資を行い自ら醸造ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄを
行うようになりました。赤味果
実の充実した味わいに酸味とミ
ネラル感が素晴しいﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ･
ﾋﾟﾉﾉﾜｰﾙです。

【ｸﾙﾃｨｴ(仲買人)が自分で造っ
た理想的ワイン】
元々ﾏｺﾝ〜ﾎﾞｼﾞｮﾚｰ地区でｸﾙ
ﾃｨｴをしていたﾊﾟﾄﾘｯｸ･ﾊﾟﾌﾞﾛﾌｽ
ｷ氏が真南向き斜面一面に広
がる畑に一目ぼれし、設備投
資を行い自ら醸造ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄを
行うようになりました。０９年は
ﾋﾞｯｸｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞ。果実味の凝縮
感にミネラル感たっぷりの味わ
い。

【大人気！Chｿｼｱﾝﾄﾞﾏﾚのﾌﾗﾝ
ｽ業務用ワイン】
｢第2級に昇格させるべき実力｣
のｼｬﾄｰ･ｿｼｱﾝﾄﾞﾏﾚ。そのｿｼｱﾝ
ﾄﾞﾏﾚの大人気ｾｶﾝﾄﾞ「ﾗﾄﾞﾓﾜｾﾞ
ﾙ」のﾌﾗﾝｽ国内業務用別ﾗﾍﾞ
ﾙ。赤味果実の香にｵｰｸ樽のﾊﾞ
ﾆﾗ香。ﾌﾙｰﾃｨｰでﾁｬｰﾐﾝｸﾞだけ
れども気品ある味わい。

【ゴーミヨ誌でｸｰﾌﾟ･ﾄﾞ･ｸｰﾙ！】
ゴーミヨ誌でｸｰﾌﾟ･ﾄﾞ･ｸｰﾙ＝胸
打つﾜｲﾝと最高評価獲得。ま
た、クラスモンでも１０点中９点
の高得点の濃厚白ワイン。収
獲を極限まで遅らせ、しっかり
と熟した葡萄使用。白い花の香
りにたっぷりとした柑橘類の果
実感。フレンチオーク新樽12 ヶ
月熟成で非常にボリューミーで
コクのある味わいです。

ワイン（フランス）

1389

ｼｬﾄｰ･ﾗ･ｶﾞﾒｲ

ワイン（フランス）

1399

ｳﾞｭｰ・ｼｬﾄｰ･ｺﾞﾍﾞｰﾙ
参考上代

¥2,500

ｼｬﾄｰ･ﾗ･ｶﾞﾒｲ
タイプ：赤・辛口・ミディアム
年 代：2000 度数：12,5％
格 付：ACﾌﾟﾙﾐｴｰﾙ･ｺｰﾄ･ﾄﾞ･ﾌﾞ
ﾗｲ
産 地：ﾌﾗﾝｽ ﾌﾟﾙﾐｴｰﾙ･ｺｰﾄ･
ﾄﾞ･ﾌﾞﾗｲ
品 種：ﾒﾙﾛｰ80%★ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰ
ｳﾞｨﾆｮﾝ5%★ｶﾍﾞﾙﾈ･ﾌﾗﾝ5%★ﾏﾙ
ﾍﾞｯｸ5％
ﾒｰｶｰ名：ｼｬﾄｰ･ﾗ･ｶﾞﾒｲ
容 量：７５０ｍｌ 入数：１２本入
ＪＡＮ：4514852180569
【20世紀最後の奇跡2000年ｳﾞｨ
ﾝﾃｰｼﾞ！】
ﾐﾚﾆｱﾑ＆ﾋﾞｯｸｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞで人気
の2000年。ACﾌﾟﾙﾐｴｰﾙ･ｺｰﾄ･
ﾄﾞ･ﾌﾞﾗｲ 入荷しました！５０％は
樽熟成(内５０％１年樽＆５０％
２年樽)で９ヶ月＆残り５０％は
８ヶ月タンク熟成で最後にﾌﾞﾚﾝ
ﾄﾞ。全体的にこなれた果実味が
特徴的です。

参考上代

ワイン（フランス）

1400

クロ・デュ・ロワ

¥2,950

ｳﾞｭｰ･ｼｬﾄｰ･ｺﾞﾍﾞｰﾙ
タイプ：赤・辛口・ミディアム
年 代：2001 度数：13％
格 付：ACｸﾞﾗｰｳﾞ
産 地：ﾌﾗﾝｽ ｸﾞﾗｰｳﾞ
品 種：ﾒﾙﾛｰ50%★ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰ
ｳﾞｨﾆｮﾝ50%
ﾒｰｶｰ名：ｳﾞｭｰ･ｼｬﾄｰ･ｺﾞﾍﾞｰﾙ
容 量：７５０ｍｌ 入数：１２本入
ＪＡＮ：342720212035

参考上代

ワイン（スペイン）

530

ゴタス・デ・プラタ

¥2,400

クロ・デュ・ロワ
タイプ：赤・辛口・ミディアム
年 代：2000 度数：12.5％
格 付：ACﾌﾛﾝｻｯｸ
産 地：ﾌﾗﾝｽ ﾌﾛﾝｻｯｸ
品 種：ﾒﾙﾛｰ85%★ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰ
ｳﾞｨﾆｮﾝ10%★ｶﾍﾞﾙﾈ･ﾌﾗﾝ5%
ﾒｰｶｰ名：ＨＥＲＭＯＵＥＴ
容 量：７５０ｍｌ 入数：１２本入
ＪＡＮ：3508090010925

参考上代

¥1,960

ゴタス・デ・プラタ
タイプ：白ＳＰ・辛口・ミディアム
年 代：ＮＶ 度数：１１,５
格 付：エスプモーソ
産 地：スペイン・ラ･マンチャ
品 種：アイレン１００％
ﾒｰｶｰ名：ｳﾞｨﾆｪﾄﾞｽ･ｲ･ﾚｾﾞﾙｳﾞｧ
容 量：７５０ｍｌ 入数：１２本入
ＪＡＮ：8429309001020
【★銀の雫★と名付けられた本
格派！】
シャンパンと同じ瓶内二次発酵
製法によって造られた本格派
です！洋梨やライムの香りに
干草のような香り。元気良くそ
して上品に立ち上る泡が酸味
と果実味のバランスをとりなが
ら口の中ではじけます！

ワイン（スペイン）

506

サンチャゴ・ルイス
参考上代

ワイン（スペイン）

アラリス・ティント
参考上代

¥5,240

サンチャゴ・ルイス
タイプ：白・辛口・ヘヴィ
年 代：2010 度数：１１,５
格 付：ＤＯリアスバイシャス
産 地：ｽﾍﾟｲﾝ･ﾘﾔｽﾊﾞｲｼｬｽ
品 種：ｱﾙﾊﾞﾘｰﾆｮ70%★ﾛｳﾚｲﾛ
20%★ﾄﾚｲｼｬﾄﾞｩｰﾗ10%
ﾒｰｶｰ名：ボデガス・ラン
容 量：７５０ｍｌ 入数：１２本入
ＪＡＮ：8420976010070

546

アルマーラ

548

バロン・ド・マガーニャ
参考上代

参考上代

¥1,760

ｺﾝﾀﾞーﾄﾞ･ﾃﾞ･ｱﾙﾏｰﾗ･ﾌｨﾝｶ･ﾘﾝﾃ
タイプ：赤・辛口・ヘヴィ
年 代：09 度数：１３,０
格 付：ＤＯナバーラ
産 地：スペイン・ナバーラ
品 種：テンプラニーリョ１００％
ﾒｰｶｰ名：ボデガス・マカヤ
容 量：７５０ｍｌ 入数：１２本入
ＪＡＮ：8437002690137

ワイン（スペイン）

1500

カンタ・ペルディセス
参考上代

カヤ メルロー
参考上代

¥2,300

カンタ・ペルディセス
タイプ：赤・辛口・ヘヴィ
年 代：０９ 度数：１４,０
格 付：ＤＯﾘﾍﾞﾗ･ﾃﾞﾙ･ﾃﾞｭｴﾛ
産 地：スペイン・ﾘﾍﾞﾗ･ﾃﾞﾙ･ﾃﾞｭ
ｴﾛ
品 種：テンプラニーリョ１００％
ﾒｰｶｰ名：ﾎﾞﾃﾞｶﾞｽ･ﾍﾟﾄﾞﾛ･ﾚｶﾞﾗｰ
ﾄﾞ
容 量：７５０ｍｌ 入数：１２本入
ＪＡＮ：8437002477431
【歌うヤマウズラ！】
ヤマウズラはスペインではとて
も身近な存在。そんなヤマウズ
ラが音符となり、五線譜の中で
歌っている様子がラベルになっ
ています。可愛らしいラベルな
のに実は重厚感たっぷりのボト
ル。そしてパーカーポイント９１
点の実力を持っています。

ワイン（オーストラリア）

736

フリンダース・ラン シャルドネ
参考上代

605

¥3,000

549

参考上代

熟したピーチのような豊かでコ
クのある果実味。いつまでも続
くような余韻。フレッシュで歯切
れの良く滑らかな味わいは日
本食にも合わせやすいです。

ARONAとは現地マオリ語で
「Coloful カラフル」を意味する
女の子の名前。ﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾙｰﾂ
やﾊﾟｲﾝに上質のﾊﾁﾐﾂ香。ﾐﾈﾗ
ﾙ感や熟した果実の明快で親し
みやすい味わいに沢山の人に
愛されほしいとの願いがこもっ
たワインです。

年 代：2010 度数：１３,０
産 地：ﾏｰﾙﾎﾞﾛ地区
品 種：ｿｰｳﾞｨﾆｮﾝﾌﾞﾗﾝ87%★ﾘｰ
ｽﾘﾝｸﾞ13%
ﾒｰｶｰ名：バーカーズ・マーク
容 量：７５０ｍｌ 入数：１２本入
ＪＡＮ：9421024240011

¥2,650

【シャープなボトルデザインの
実力派】
迫力あるデザインに入ったワイ
ンはなんとパーカーポイント９１
点！樹齢６０〜８０年の古木の
葡萄使用。コンポートしたプ
ルーンにドライいちじくやナツメ
ヤシのような甘みを感じる香り
にスパイス香。しっかりと濃縮さ
れた果実味の中に柔らかなタ
ンニンや酸味がバランスよく溶
け込んだ味わい。

ワイン（南アフリカ）

606

参考上代

スピリッツ（フランス）

ワイン（オーストラリア）

735

フリンダース・ラン シラーズ
参考上代

¥1,500

465

ジー･ヴァイン

¥1,960

参考上代

【ｱﾙｺｰﾙ度数0,00％！ﾉﾝｱﾙｺｰ
ﾙﾜｲﾝ！】
「ﾜｲﾝが飲みたい！でも飲めな
い！！」そんな時はヴェガドル
チェを！爽快な泡立ちにｸﾞﾚｰﾌﾟ
ﾌﾙｰﾂや青ﾘﾝｺﾞを感じるようなﾌ
ﾚｯｼｭな味わい。辛口の味わい
で料理にも非常に合わせやす
いワインテイストのﾉﾝｱﾙｺｰﾙｽ
ﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞﾌﾞﾄﾞｳ100％飲料で
す！

このワイン売上の一部は絶滅
危惧種であるチーター（土地語
でカヤ）救援協会政府機関に
寄付されています。ハチミツや
ピーチ、ﾄﾛﾋﾟｶﾙﾌﾙｰﾂを思わせ
るポッテリとしたフレッシュでま
ろやかな果実味が長く続きま
す。

参考上代

550

ＧＨＭ
タイプ：赤・辛口・ヘヴィ
年 代：０６ 度数：１４,０
格 付：ＤＯカリニェナ
産 地：スペイン・ナリニェナ
品 種：グルナッシュ１００％
ﾒｰｶｰ名：ﾎﾞﾃﾞｶﾞｽ･ｱｼｴﾝﾀﾞ･ﾓﾘｪ
ﾀﾞ
容 量：７５０ｍｌ 入数：１２本入
ＪＡＮ：8437005238169

このワイン売上の一部は絶滅
危惧種であるチーター（土地語
でカヤ）救援協会政府機関に
寄付されています。赤味果実
の豊かな香りに少々スモー
キー＆スパイスの香りが心地
よく味わいもナッツの様な甘み
も伴い余韻も長く丸みを帯びた
柔らかい味わいです。

アローナ
タイプ：白・辛口・ミディアム

ワイン（スペイン）

¥1,000

カヤ シャルドネ
タイプ：白・辛口・ミディアム
年 代：2010 度数：１２,５
産 地：南ｱﾌﾘｶ･ｳｴｽﾀﾝ･ｹｰﾌﾟ
品 種：ｼｬﾙﾄﾞﾈ100％
ﾒｰｶｰ名：ウィランドラ
容 量：７５０ｍｌ 入数：１２本入
ＪＡＮ：4001432855035

ﾌﾘﾝﾀﾞｰｽ･ﾗﾝ ｼｬﾙﾄﾞﾈ
タイプ：白・辛口・ヘヴィ
年 代：０７ 度数：１３,７
産 地：ｵｰｽﾄﾗﾘｱ ｻｻﾞﾝ･ﾙﾌｨﾝ
ﾀﾞｰｽ･ﾚﾝｼﾞｽ
品 種：シャルドネ１００％
ﾒｰｶｰ名：ｻｻﾞﾝ･ﾌﾘﾝﾀﾞｰｽ･ﾚﾝｼﾞ
ｽ･ｴｽﾃｰﾄ
容 量：７５０ｍｌ 入数：１２本入
ＪＡＮ：9340472000025

【パーカーＰ９０点のスペイン辛
口白】
ﾜｲﾝ･ｱﾄﾞｳﾞｫｹｲﾄ90点＆ｲﾝﾀｰﾅ
ｼｮﾅﾙﾜｲﾝｾﾗｰ90点。その高評
価は「気候条件に納得しない年
は造らない」など徹底したこだ
わりが生んだもの。ハチミツや
花々の甘い香りなのに味わい
は辛口というギャップも魅力の
ひとつです。

ヴェガドルチェ･エスプモーソ
(ﾉﾝｱﾙｺｰﾙｽﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞﾜｲﾝ)
タイプ：白ＳＰ・辛口・ライト
年 代：０９(表記なし) 度数：
０,００％
産 地：スペイン
品 種：アイレン１００％
ﾒｰｶｰ名：エベサ
容 量：７５０ｍｌ 入数：１２本入
ＪＡＮ：8427021000727

¥1,500

アローナ

¥3,900

ボターニ
タイプ：白・辛口・ミディアム
年 代：０８ 度数：１３,５
格 付：ＤＯシエラ・デ・マラガ
産 地：スペイン・マラガ
品 種：モスカテル１００％
ﾒｰｶｰ名：ホルヘ・オルドネス
容 量：７５０ｍｌ 入数：１２本入
ＪＡＮ：8437007216035

ＧＨＭ

カヤ シャルドネ

734

参考上代

¥1,450

【自然派・有機栽培ぶどうワイ
ン】
有機認証マークが３つもラベル
に記載！造り手はボデガス・ア
ルスピデ（西語で魔法）。スペイ
ンの新星ボデガが丁寧に有機
栽培で育てた葡萄を１００％使
用。

ワイン（スペイン）

540

ボターニ

カヤ メルロー
タイプ：赤・辛口・ミディアム
年 代：０９ 度数：１３,５
産 地：南ｱﾌﾘｶ･ｳｴｽﾀﾝ･ｹｰﾌﾟ
品 種：メルロー１００％
ﾒｰｶｰ名：ウィランドラ
容 量：７５０ｍｌ 入数：１２本入
ＪＡＮ：4001432857039

ワイン（ニュージーランド）

ワイン（スペイン）

アラリス・ブランコ
タイプ：白・辛口・ライト
年 代：2010 度数：１１,５
格 付：ＶｄＴカスティーリャ
産 地：スペイン・カスティーリャ
品 種：ｼｬﾙﾄﾞﾈ50%★ｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ
ﾌﾞﾗﾝ50%
ﾒｰｶｰ名：ボデガス・アルスピデ
容 量：７５０ｍｌ 入数：１２本入
ＪＡＮ：8437002764234

¥2,500

【ｽﾍﾟｲﾝ王家も貯蔵！最強のﾍﾟ
ﾄﾘｭｽｸﾛｰﾝﾊﾟﾜｰ！】
1968年まだﾅﾊﾞｰﾗではＤＯﾜｲﾝ
に認められていなかったﾒﾙ
ﾛｰ、ｶﾍﾞﾙﾈに目をつけしかもあ
のﾍﾟﾄﾘｭｽと同じ木にこだわり特
別に分けてもらったﾍﾟﾄﾘｭｽのｸ
ﾛｰﾝ木の葡萄を使用。ﾊﾟｰｶｰＰ
９０点「同じ品質の05年ﾎﾞﾙﾄﾞｰ
だったらいくらするだろう
か！！」と絶叫するほどのｺｽﾄ
ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ！！

ワイン（南アフリカ）

538

ﾉﾝｱﾙｺｰﾙｽﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞﾜｲﾝ

バロン・ド・マガーニャ
タイプ：赤・辛口・ヘヴィ
年 代：０７ 度数：１５,０
格 付：ＤＯナバーラ
産 地：スペイン・ナバーラ
品 種：ﾒﾙﾛｰ70%★ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰ
ｳﾞｨﾆｮﾝ20%★ﾃﾝﾌﾟﾗﾆｰﾘｮ10％
ﾒｰｶｰ名：ﾎﾞﾃﾞｶﾞｽ･ｳﾞｨﾆｬ･ﾏｶﾞｰ
ﾆｬ
容 量：７５０ｍｌ 入数：１２本入
ＪＡＮ：8423480741041

【ｽﾍﾟｲﾝ最高権威のﾜｲﾝｶﾞｲﾄﾞで
満点５ｯ星！】
あのﾍﾟｽｹﾗにも苗木を提供する
苗木商が自分たちでﾜｲﾝを造
るとこうなりました「ｷﾞｲﾔﾍﾟﾆﾝｶﾞ
ｲｶﾞﾌﾞｯｸで３回も最高評価５ｯ星
獲得」･･･!ﾌﾞﾗｯｸﾍﾞﾘｰやｶｼｽやﾌﾞ
ﾙｰﾍﾞﾘｰ。ﾌｫﾚｽﾄﾌﾙｰﾂが爆発
するかのように口に広がりま
す。

参考上代

¥1,450

【自然派・有機栽培ぶどうワイ
ン】
有機認証マークが3つもラベル
に記載！造り手はボデガス・ア
ルスピデ（西語で魔法）。スペイ
ンの新星ボデガが丁寧に有機
栽培で育てた葡萄を１００％使
用。パーカーＰ８７点の「実力あ
るオーガニック・ワイン」です！

ワイン（スペイン）

ワイン（スペイン）

アラリス・ブランコ

アラリス・ティント
タイプ：赤・辛口・ミディアム
年 代：０７ 度数：１３,５
格 付：ＶｄＴカスティーリャ
産 地：スペイン・カスティーリャ
品 種：テンプラニーリョ１００％
ﾒｰｶｰ名：ボデガス・アルスピデ
容 量：７５０ｍｌ 入数：１２本入
ＪＡＮ：8437002764258

【スペイン王室 御用達の逸品】
フリオ･イグレシアスやロイヤル
ファミリーから毎年感謝の手紙
が届くルイス氏、ファンは多い。
ゴールドにきらめく色
合い、香りはすばらしく、酸味
のバランスがとても良い。

ワイン（スペイン）

537

¥4,260

ﾌﾘﾝﾀﾞｰｽ･ﾗﾝ ｼﾗｰｽﾞ
タイプ：赤・辛口・ヘヴィ
年 代：０６ 度数：１５,０
産 地：ｵｰｽﾄﾗﾘｱ ｻｻﾞﾝ･ﾙﾌｨﾝ
ﾀﾞｰｽ･ﾚﾝｼﾞｽ
品 種：シラーズ１００％
ﾒｰｶｰ名：ｻｻﾞﾝ･ﾌﾘﾝﾀﾞｰｽ･ﾚﾝｼﾞ
ｽ･ｴｽﾃｰﾄ
容 量：７５０ｍｌ 入数：１２本入
ＪＡＮ：9340472000018
【ﾊﾟｰｶｰＰ９２点「豪華なワイ
ン」】
「フルボディ(15%)で、非常に豊
かで豪華なワイン」,「ずば抜け
た瞬時に心を動かす力がある」
各誌高評価獲得！沢山のスパ
イスにブラックベリー類をコン
ポートしたようなポッテリと濃厚
な果実味。樽熟成からくるバニ
ラ香とのﾊﾞﾗﾝｽも素晴しいで
す。

スピリッツ（ポーランド）

1341

ソビェスキ
参考上代

¥5,760

参考上代

¥2,300

ジー・ヴァイン
タイプ：ジン
度 数：４０.０％
産 地：ﾌﾗﾝｽ ｺﾆｬｯｸ地方
品 種：ﾕﾆ･ﾌﾞﾗﾝ(白ﾌﾞﾄﾞｳ)★ﾎﾞﾀ
ﾆｶﾙ10種
ﾒｰｶｰ名：ﾕｰﾛ･ﾜｲﾝ･ｹﾞｰﾄ
容 量：７００ｍｌ 入数：６本入
ＪＡＮ：3700209600106

ソビェスキ
タイプ：ウォッカ
度 数：４０.０％
産 地：ポーランド
品 種：ﾗｲ麦100%（ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞの
最高級品種ﾀﾞﾝｺﾌｽｷ種）
ﾒｰｶｰ名：ソビェスキ
容 量：７００ｍｌ 入数：１２本入
ＪＡＮ：5908310148014

【原材料が白ﾌﾞﾄﾞｳのｼﾞﾝ】
ｺﾆｬｯｸ産の白ﾌﾞﾄﾞｳ(ﾕﾆ･ﾌﾞﾗﾝ)を
蒸留し出来たｽﾋﾟﾘｯﾂに、世界
中から集められたｼﾞｭﾆﾊﾟｰﾍﾞﾘｰ
(ﾈｽﾞ)を含む９つのﾎﾞﾀﾆｶﾙとﾕ
ﾆ･ﾌﾞﾗﾝの花のｴｯｾﾝｽが溶け込
んだ神秘的なジン。香り、味わ
い共に究極のフローラル感で
す！

【今世界で最も急成長ｽﾋﾟﾘｯﾂ・
ｿﾋﾞｪｽｷ】
ｲｷﾞﾘｽの調査会社が「世界で最
も速く急成長した」と発表。世界
中で話題騒然となりました。
オーナーはあの人気俳優ブ
ルース・ウィルス。ウォッカは決
して無味無臭ではありません。
まろやかさとかすかな香ばしさ
を持ち、カクテルに使用すると
果実の自然な甘みを一層際立
たせます。

スピリッツ（メキシコ）

910

テキーラ・レイス・シルバー
参考上代

スピリッツ（メキシコ）

911

テキーラ・レイス・ゴールド

¥1,720

参考上代

スピリッツ（メキシコ）

920

エル･チャッロ シルバー
参考上代

¥1,720

スピリッツ（メキシコ）

921

エル･チャッロ ゴールド
参考上代

¥1,980

¥1,980

レイス・シルバー
タイプ：テキーラ
度 数：３８％
産 地：ﾊﾘｽｺ州ｱﾗﾝﾀﾞｽ地区
品 種：アガヴェ主体
ﾒｰｶｰ名：ﾃｷﾚﾗ･ﾃﾞ･ｱﾗﾝﾀﾞｽ
容 量：７５０ｍｌ 入数：１２本入
ＪＡＮ：759380114073

レイス・ゴールド
タイプ：テキーラ
度 数：３８％
産 地：ﾊﾘｽｺ州ｱﾗﾝﾀﾞｽ地区
品 種：アガヴェ主体
ﾒｰｶｰ名：ﾃｷﾚﾗ･ﾃﾞ･ｱﾗﾝﾀﾞｽ
容 量：７５０ｍｌ 入数：１２本入
ＪＡＮ：759380114035

エル・チャッロ シルバー
タイプ：テキーラ
度 数：３８％
産 地：ﾊﾘｽｺ州ｱﾗﾝﾀﾞｽ地区
品 種：アガヴェ主体
ﾒｰｶｰ名：ﾃｷﾚﾗ･ﾃﾞ･ｱﾗﾝﾀﾞｽ
容 量：７５０ｍｌ 入数：１２本入
ＪＡＮ：759380113427

エル・チャッロ ゴールド
タイプ：テキーラ
度 数：３８％
産 地：ﾊﾘｽｺ州ｱﾗﾝﾀﾞｽ地区
品 種：アガヴェ主体
ﾒｰｶｰ名：ﾃｷﾚﾗ･ﾃﾞ･ｱﾗﾝﾀﾞｽ
容 量：７５０ｍｌ 入数：１２本入
ＪＡＮ：759380113625

【低価格で良質。こんなテキー
ラが欲しかった！】
低価格でも味わいはレストラン
等に定評があります。シルバー
は切れ味が鋭く、クリアーと荒
削りが混在するワイルドな味わ
いです。

【低価格で良質、こんなテキー
ラが欲しかった】
低価格でも味わいはレストラン
等定評があります。ゴールドは
柔らかな口当たりでシルバーよ
り優しい味わいが特徴です。

【あま味が非常に魅力的な高
品質テキーラ】
シルバーは熟成をしていない
透明なホワイトテキーラ。テ
キーラ特有の青草香やイモの
ようなシャープな香りの中に甘
い香りが複雑に混じり合う。味
わいも甘味を有し、ストレートで
味わってもとてもおいしい！

【あま味が非常に魅力的な高
品質テキーラ】
ゴールドは1 ヶ月樽熟成をした
淡い茶褐色、樽熟成によりシル
バーよりまろやかとなる。新鮮
な柑橘系とコーヒー豆を思わせ
るアロマが心地よいスモーキー
な香り、フルーティーな甘みが
特徴的なテキーラです。

スピリッツ（メキシコ）

932

エル・チャッロ アネホ
参考上代

スピリッツ（メキシコ）

930

ポルフィディオ・アネホ

スピリッツ（メキシコ）

908

ポルフィディオ・アネホ・メガボトル

928

ポルフィディオアネホｸﾘｽﾀﾙ1L

参考上代 ¥171,800

参考上代 ¥25,600

エル・チャッロ アネホ
タイプ：テキーラ
度 数：４０％
産 地：ﾊﾘｽｺ州ｱﾗﾝﾀﾞｽ地区
品 種：ブルーアガヴェ１００％
ﾒｰｶｰ名：ﾃｷﾚﾗ･ﾃﾞ･ｱﾗﾝﾀﾞｽ
容 量：７５０ｍｌ 入数：６本入
ＪＡＮ：759380113526

ポルフィディオ・アネホ
タイプ：テキーラ
度 数：３９.３％
産 地：ﾊﾘｽｺ州ｸﾞｱﾀﾞﾗﾊﾗ地区
品 種：ﾌﾞﾙｰｱｶﾞｳﾞｪ100%
ﾒｰｶｰ名：ポルフィディオ
容 量：７５０ｍｌ 入数：６本入
ＪＡＮ：4514852010071

ポルフィディオ・アネホ
タイプ：テキーラ
度 数：４０.０％
産 地：ﾊﾘｽｺ州ｸﾞｱﾀﾞﾗﾊﾗ地区
品 種：ﾌﾞﾙｰｱｶﾞｳﾞｪ100%
ﾒｰｶｰ名：ポルフィディオ
容 量：４０００ｍｌ 入数：１本入
ＪＡＮ：3838749034591

ﾎﾟﾙﾌｨﾃﾞｨｵ・ｱﾈﾎ・ｸﾘｽﾀﾙ１L
タイプ：テキーラ
度 数：３９.３％
産 地：ﾊﾘｽｺ州ｸﾞｱﾀﾞﾗﾊﾗ地区
品 種：ﾌﾞﾙｰｱｶﾞｳﾞｪ100%
ﾒｰｶｰ名：ポルフィディオ
容 量：１０００ｍｌ 入数：１本入
ＪＡＮ：752141811075

【ｱﾗﾝﾀﾞｽ社の期待の新商品】
ブルーアガヴェ１００％、単式３
回蒸留、ﾌﾚﾝﾁｵｰｸ２年熟成。
琥珀の宝石のような輝きと透
明感を持つアネホは、まろやか
な甘みに柔らかな樽からの香
りが広がります｡ｼｬｰﾌﾟ&ｽﾀｲﾘｯ
ｼｭなﾎﾞﾄﾙはﾊﾞｯｸﾊﾞｰでもひとき
わ目を引くﾃﾞｻﾞｲﾝです。

【ｻﾎﾞﾃﾝﾎﾞﾄﾙのｴｸｽﾄﾗｱﾈﾎ】１
本づつ職人が作り上げる完全
手吹きｻﾎﾞﾃﾝ細工入りﾎﾞﾄﾙの
中身は単式蒸留２回＆新樽５
年熟成のｴｸｽﾄﾗｱﾈﾎで更にﾌﾞﾚ
ﾝﾄﾞなしｼﾝｸﾞﾙﾊﾞﾚﾙのﾌﾟﾚﾐｱﾑﾃ
ｷｰﾗ。雑味なく繊細かつまろや
かな味わいは、多くのファンを
魅了し、ロバート・デニーロも愛
飲しています。

【限定生産★４L入りのメガボト
ル】
世界の人々から愛されるポル
フィディオアネホ。それを裏付
けるようにアルコール多消費国
ロシアからまさかの４L入りボト
ルのリクエスト。ﾎﾞﾄﾙはオース
トリアのクリスタル製。重さ約
１０KGの限定生産品です。

【限定生産★ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞ入りﾒﾓﾘ
ｱﾙﾎﾞﾄﾙ】
1998年はﾎﾟﾙﾌｨﾃﾞｨｵ社の社長
ﾏｰﾃｨﾝ氏と奥様の結婚１０周
年！お祝いにｵｰｽﾄﾘｱ産手吹
きｸﾘｽﾀﾙに通常のアネホでは
なく、９８年産で１０年間樽熟成
した特別なアネホを入れた妻
思いの社長の素敵な限定生産
品です。

¥5,160

スピリッツ（メキシコ）

905

ポルフィディオ・プラタカクタス
参考上代

¥7,900

参考上代 ¥13,500

スピリッツ（メキシコ）

スピリッツ（メキシコ）

937

ポルフィディオ・レポサド
参考上代

スピリッツ（メキシコ）

938

ポルフィディオ・スアヴェ
参考上代

¥8,800

スピリッツ（日本）

8425

コルコル(赤)

¥6,800

参考上代

¥3,100

ポルフィディオ・プラタカクタス
タイプ：テキーラ
度 数：３９.５％
産 地：ﾊﾘｽｺ州ｸﾞｱﾀﾞﾗﾊﾗ地区
品 種：ﾌﾞﾙｰｱｶﾞｳﾞｪ100%
ﾒｰｶｰ名：ポルフィディオ
容 量：７５０ｍｌ 入数：６本入
ＪＡＮ：876868000090

ﾎﾟﾙﾌｨﾃﾞｨｵ･ﾚﾎﾟｻﾄﾞ
タイプ：テキーラ
度 数：３９.３％
産 地：ﾊﾘｽｺ州ｸﾞｱﾀﾞﾗﾊﾗ地区
品 種：ﾌﾞﾙｰｱｶﾞｳﾞｪ100%
ﾒｰｶｰ名：ポルフィディオ
容 量：７５０ｍｌ 入数：６本入
ＪＡＮ：4514852010118

ﾎﾟﾙﾌｨﾃﾞｨｵ･ｽｱｳﾞｪ
タイプ：テキーラ
度 数：２４.７％
産 地：ﾊﾘｽｺ州ｸﾞｱﾀﾞﾗﾊﾗ地区
品 種：ﾌﾞﾙｰｱｶﾞｳﾞｪ100%
ﾒｰｶｰ名：ポルフィディオ
容 量：７５０ｍｌ 入数：６本入
ＪＡＮ：4514852010132

コルコル（赤）
タイプ：ラム
度 数：４０.０％
産 地：日本 東大東島
品 種：ｻﾄｳｷﾋﾞの糖蜜
ﾒｰｶｰ名：㈱グレイスラム
容 量：７２０ｍｌ 入数：１２本入
ＪＡＮ：4560252370017

【世界の大富豪も愛する青いｻ
ﾎﾞﾃﾝのｸﾘｱなﾃｷｰﾗ】１本づつ
職人が作り上げる完全手吹き
青色のｻﾎﾞﾃﾝ細工入りﾎﾞﾄﾙの
中身は世界初３回単式蒸留し
たﾌﾟﾚﾐｱﾑﾃｷｰﾗ。ﾒﾁﾙｱﾙｺｰﾙが
通常の１０分の１で雑味がなく
竜舌蘭本来の味が楽しめ、世
界の大富豪ビル･ゲイツが自家
用ｼｪｯﾄで工場へ足を運ぶほど
代役のきなかい味です！

【ﾌﾟﾗﾀとｱﾈﾎの良いとこ取りﾚﾎﾟ
ｻﾄﾞ】ポルフィディオシリーズとし
て新たに誕生した８ヶ月樽熟成
の＜レポサド・タイプ＞。通常レ
ポサドは樽熟成２ヶ月以上１年
未満のものをいいます。この
８ヶ月という樽熟成の期間はア
ガヴェ本来の味わいに樽から
の香味がバランス良く広がる、
絶妙な塩梅になっています。

【度数２４,７％の２年樽熟ｱﾈﾎ】
ポルフィディオシリーズとして新
たに誕生した＜樽熟成２年アネ
ホタイプの低度数マイルド・テ
キーラ＞。テキーラと言えば度
数が高いイメージがあります
が、このスアヴェは一転。素材
が良いからこそ出来る「アガ
ヴェ本来の味わいがわかりや
すく、飲みやすいマイルド・テ
キーラ」です。

【絶海の孤島･南大東島産ｻﾄｳ
ｷﾋﾞの糖蜜ラム】
沖縄本島から週に１〜２便の
船で１３時間。(しかもたまに欠
航ｱﾘ。)太平洋に小さく浮かぶ
人口約１２６０人の南大東島。
その南大東島産のサトウキビ
の糖蜜を使った国産ラムです。

スピリッツ（日本）

8426

コルコル・アグリコール(緑)
参考上代

¥4,300

スピリッツ（日本）

8427

コルコル２５％
参考上代

スピリッツ（日本）

8428

美林

¥1,280

リキュール（イタリア）

265

リモンチェッロ・アマルフィ
参考上代

¥2,000

参考上代

¥3,080

コルコル・アグリコール（緑）
タイプ：ラム
度 数：４０.０％
産 地：日本 東大東島
品 種：サトウキビ100％
ﾒｰｶｰ名：㈱グレイスラム
容 量：７２０ｍｌ 入数：１２本入
ＪＡＮ：4560252370024

コルコル２５％
タイプ：ラム
度 数：２５.０％
産 地：日本 東大東島
品 種：サトウキビ
ﾒｰｶｰ名：㈱グレイスラム
容 量：６００ｍｌ 入数：１２本入
ＪＡＮ：4560252370079

美林
タイプ：米焼酎
度 数：２５.０％
産 地：日本 静岡県浜松市
品 種：米
ﾒｰｶｰ名：花の舞酒造
容 量：５００ｍｌ 入数：１２本入
ＪＡＮ：4514852430015

ﾘﾓﾝﾁｪｯﾛ･ｱﾏﾙﾌｨ
タイプ：リキュール
度 数：３０.０％
産 地：イタリア・アマルフィ
品 種：レモン(ｱﾏﾙﾌｨ海岸産)
ﾒｰｶｰ名：マウリツィオ・ルソー
容 量：５００ｍｌ 入数：６本入
ＪＡＮ：8005087005377

【絶海の孤島･南大東島産ｻﾄｳ
ｷﾋﾞのラム】
２００３年農林水産大臣賞に輝
いた南大東島産ｻﾄｳｷﾋﾞ
１００％ｼﾞｭｰｽを使用。素材の
味をそのまま味わってほしいか
ら無添加＆無着色で、樽熟成
なしのﾎﾜｲﾄﾗﾑに仕上げまし
た。

【絶海の孤島･南大東島産・度
数２５%のラム】
ラム酒の魅力を沢山の人に！
との思いで、特徴的な風味は
残したまま度数が低くて飲みや
すい、世界的にも珍しいｱﾙｺｰ
ﾙ２５％というラム酒が出来まし
た。

【姿もツリー形！美しくクリアな
味わいの焼酎】
静岡県を代表する酒蔵、花の
舞酒造が純米吟醸や吟醸酒用
の芯の米を得るために精米し
た際に出た米の粉である糠を
使用し造った焼酎。口当たりの
優しい米焼酎はプレゼントにも
喜ばれます！

世界遺産にも指定され、リモン
チェッロ発祥のアマルフィ産レ
モン１００％使用。クラッシュア
イスとストレートでもおいしいで
す。冷やすと香りとコクが生ま
れます。箱付きでカンパーニャ
州の形をしたボトルに名所、特
産が直接プリントされていま
す。

リキュール（フランス）

314

カシス・ブルゴーニュ
参考上代

¥1,700

【エキス度５２度！濃厚な果実
の凝縮感】
ブルゴーニュはニュイサンジョ
ルジュ産の最高級品種ﾉﾜｰﾙ･
ﾄﾞ･ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ種のカシスﾘｷｭｰ
ﾙ。上質だけど低価格をｱｰﾙ･
ｷﾞﾙﾏｰﾙ社が実現。度数１５％
でエキス度５２度の味わいは非
常に深く濃厚です。

940

ポルフィディオ・ドルチェ
参考上代

343

カシス･プレステージ

ｸﾚｰﾑ･ﾄﾞ・ｶｼｽ･ﾄﾞ･ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ
タイプ：リキュール
度 数：１５.０％
産 地：フランス・ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ地方
品 種：カシス100%
（ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ産最高級品種ﾉﾜｰﾙ
ﾄﾞ･ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ）
ﾒｰｶｰ名：アール・ギルマール
容 量：７００ｍｌ 入数：１２本入
ＪＡＮ：3376379758406

リキュール(メキシコ)

リキュール（フランス）

¥4,800

ﾎﾟﾙﾌｨﾃﾞｨｵ･ﾄﾞﾙﾁｪ
タイプ：ﾘｷｭｰﾙ
度 数：２０.４％
産 地：ﾊﾘｽｺ州ｸﾞｱﾀﾞﾗﾊﾗ地区
品 種：ﾌﾞﾙｰｱｶﾞｳﾞｪ100%
ﾒｰｶｰ名：ポルフィディオ
容 量：７５０ｍｌ 入数：６本入
ＪＡＮ：4514852010170
【アガヴェ100％！健康に良いﾘ
ｷｭｰﾙ！！】今回ポルフィディオ
社独自技術でアガヴェ原料以
外のアルコールやショ糖などは
使わない世界初の＜ｱｶﾞｳﾞｪ
１００％ﾘｷｭｰﾙ＞が誕生しまし
た。テキーラの原料であるアガ
ヴェは砂糖の１,３倍の甘さなの
に、砂糖や蜂蜜、ﾒｰﾌﾟﾙｼﾛｯﾌﾟ
よりも低GI(血糖値が上がりにく
い)＆低ｶﾛﾘｰな天然健康甘味
料です。

参考上代

リキュール（フランス）

371

ビオ・カシス

¥2,980

ｸﾚｰﾑ･ﾄﾞ・ｶｼｽ
ﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞ･ﾄﾞ･ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ
タイプ：リキュール
度 数：２０.０％
産 地：フランス・ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ地方
品 種：カシス100%
（ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ産最高級品種ﾉﾜｰﾙ
ﾄﾞ･ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ）
ﾒｰｶｰ名：アール・ギルマール
容 量：７００ｍｌ 入数：６本入
ＪＡＮ：3376376615900
【エキス度６０度の極上品】
ブルゴーニュはニュイサンジョ
ルジュ産の最高級品種ﾉﾜｰﾙ･
ﾄﾞ･ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ種のカシスﾘｷｭｰ
ﾙ。度数２０％でエキス度６０度
と最高濃度。伝統的な形のボト
ルに詰められたスーパー・カシ
スです。

リキュール（フランス）

369

クレーム･ド･ペシェ（ピーチ）
参考上代

¥2,200

ｸﾚｰﾑ･ﾄﾞ・ｶｼｽ・ﾋﾞｵ
タイプ：リキュール
度 数：１５.０％
産 地：フランス・ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ地方
品 種：ｶｼｽ100%(有機栽培ｶｼ
ｽ)
ﾒｰｶｰ名：アール・ギルマール
容 量：７００ｍｌ 入数：１２本入
ＪＡＮ：3376370099614
【原料はすべてｵｰｶﾞﾆｯｸ栽培
のものを使用】
カシスの実はもちろん、ｽﾋﾟﾘｯﾂ
の原料になるカブも有機栽培。
浸出法でエキス分を自然に抽
出しました。摘みたてのカシス
の味をそのまま味わっている
かのようなﾌﾚｯｼｭ感が魅力で
す。度数１５％でエキス度５２
度。

参考上代

¥1,700

ｸﾚｰﾑ･ﾄﾞ・ﾍﾟｼｪ
タイプ：リキュール
度 数：１５.０％
産 地：フランス・ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ地方
品 種：桃(南フランス産)
ﾒｰｶｰ名：アール・ギルマール
容 量：７００ｍｌ 入数：１２本入
ＪＡＮ：3376376589102
南フランス産のフレッシュな黄
桃が原料。温暖な気候の下、
たわわに実った果実の甘い香
りと風味が活かされています。
カシス同様アルコール感を感じ
させない高品質な仕上りです。
ピーチ･リキュールはオレンジ
ジュースとの相性は抜群!

