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2430
ジファール　マント・パスティーユ

希望小売価格：オープン
産地：フランス・アンジェ
度数：24.0%
容量：700ml　入数：6本入り
JAN：3180290000021

2437
ジファール　ルバーブ

希望小売価格：オープン
産地：フランス・アンジェ
度数：20.0%
容量：700ml　入数：6本入り
JAN：3180290022221

2439
ジファール　パッションフルーツ

希望小売価格：オープン
産地：フランス・アンジェ
度数：16.0%
容量：700ml　入数：6本入り
JAN：3180290038956

2438
ジファール　クレーム・ド・ローズ

希望小売価格：オープン
産地：フランス・アンジェ
度数：16.0%
容量：700ml　入数：6本入り
JAN：3180290042748

2432
ジファール　ビガレ・シナシナ

希望小売価格：オープン
産地：フランス・アンジェ
度数：40.0%
容量：700ml　入数：6本入り
JAN：3336770000535

2431
ジファール　ギニョレ（サクランボ）

希望小売価格：オープン
産地：フランス・アンジェ
度数：16.0%
容量：700ml　入数：6本入り
JAN：3180290089903

2434
ジファール　フルール・ド・スュロ・ソバージュ
（エルダーフラワー）

希望小売価格：オープン
産地：フランス・アンジェ
度数：20.0%
容量：700ml　入数：6本入り
JAN：3180290047262

2433
ジファール　バナーヌ・デュ・ブラジル
（バナナ）

希望小売価格：オープン
産地：フランス・アンジェ
度数：25.0%
容量：700ml　入数：6本入り
JAN：3180292001408

2436
ジファール　カリビアン・パイナップル

希望小売価格：オープン
産地：フランス・アンジェ
度数：20.0%
容量：700ml　入数：6本入り
JAN：3180290075685

2435
ジファール　ピモン・デスプレッド
（トウガラシ）

希望小売価格：オープン
産地：フランス・アンジェ
度数：40.0%
容量：700ml　入数：6本入り
JAN：3180290093160

1885年にフランス・アンジェで創業したリキュール・メーカー　ジファール。
素材を厳選し、長年培った浸漬技術を駆使して、自然の恵みを最大限生か
したリキュールを作り続けています。





100％濃縮リンゴ果汁に加え、厳選したヨーロッパ産の栗をプレミ
アムアルコールに長時間漬け込み、温かみのある栗の味わいを抽出。

3376370158816

*インターナショナル・ワイン・アンド・スピリッツ・コンペティション2018
において、リキュール部門で、20ヶ国、130を超えるエントリーの中、１ア
イテムのみが選ばれる「トロフィー」獲得の快挙
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クロナキルティ蒸留所は2018年にアイルランド・コーク州南部の町クロナ
キルティに設立され、2019年3月からニューメイクスピリッツを蒸留してい
ます。同蒸留所の設立者はこの地で8世代に渡って農場を営んできたスカ
リー(Scully)家で、生産されるシングルポットスチルウイスキーには、同家と
近隣の農場で生産された大麦が原料に使用されています。自社畑で生産
された大麦を使用し単式蒸留器で3回蒸留、高品質なアイリッシュ・シング
ルポットスチルウイスキーを製造しています。ニューメイクウイスキーは
30,000L仕込んでおり、発売は2024年を予定しています。

大西洋に面した海風の当たる自社貯蔵庫で個性のある製品が
出来上がります。

CLONAKILTY Irish Whiskey
Single Batch Double Oak
クロナキルティ・シングルバッチ・ダブルオーク

CLONAKILTY Irish Whiskey
Port Cask Finish
クロナキルティ・ポートカスクフィニッシュ

希望小売価格：オープン
容量：700ml　度数：43.6％　
ケース6本入
バーコード：0710535268362

希望小売価格：オープン
容量：700ml　度数：43.6％　
ケース6本入
バーコード：7105352683000

CLONAKILTY Irish Whiskey CLONAKILTY Irish Whiskey
Single GRAIN Bordeaux Finish
クロナキルティ・シングルグレーン・ボルドーフィニッシュ

希望小売価格：オープン
容量：700ml　度数：43.6％　
ケース6本入
バーコード：0710535268331

ワールド・ウイスキー・アワード2020
において「Best Irish New Make」
のCategory Winnerに、またアイコン
ズ・オブ・ウイスキー2020では「Craft 
Producer of the Year」にも輝いて
おり、今注目No1のアイリッシュウィス
キーです。

希望小売価格：オープン
容量:700ml 　度数:40.0%
ケース6本入
バーコード:0745125357041

Galley Head Single Malt
クロナキルティ・ギャレーヘッド・シングルモルト

バーボン樽で4年以上熟成されたオリジナル原
酒を、2種類の異なる樽（ボルドー赤ワイン樽
とNEOC樽）を使い4ヶ月～12ヶ月カスクフィ
ニッシュ。ギャレーヘッドとは大西洋の端に
位置し、大麦畑を見守るギャレーヘッド灯台
からインスピレーションを得て付けられた。

10年熟成（バーボン樽）されたグレーンウイス
キーと４年熟成（バーボン樽）されたモルトウ
イスキーをブレンドし、アメリカンオークの新
樽とトーストとリチャーしたボルドー産ワイン
オーク樽にそれぞれ３～６ヶ月間後熟。

10年熟成（バーボン樽）されたグレーン
ウイスキーと４年熟成（バーボン樽）さ
れたモルトウイスキーを３～12ヶ月間ポ
ルトガル（ドウロ）のポートワインカス
クフィニッシュ。

8年熟成（バーボン樽）されたグレーンウイ
スキーを３～12ヶ月間フランスボルドーで使
用されたワイン樽でカスクフィニッシュ。

750 751

752 753



シエラノルテ ・ イエローコーンウィスキー

希望小売価格　オープン
ケース 12本入
750ml　45度
バーコード　618053413342

ウィスキー ・ アドボケート 90点 獲得
ウィスキー ・ アドボケート 2018  TOP 20 
WHISKIES OF THE WORLD 選出

シエラノルテ ・ ホワイトコーンウィスキー

希望小売価格　オープン
ケース 12本入
750ml　45度
バーコード　618053313345

ウィスキー ・ アドボケート 86 点 獲得

シエラノルテ ・ ブラックコーンウィスキー

希望小売価格　オープン
ケース 12本入
750ml　45度
バーコード　618053113341

ウィスキー ・ アドボケート 88 点 獲得

シエラノルテ ・ パープルコーンウィスキー

希望小売価格　オープン
ケース 12本入
750ml　45度
バーコード　618053513349

ウィスキー ・ アドボケート 85点 獲得

S i e r r a  N o r t e  W h i s k e y

シ エ ラ ノ ル テ ウ ィ ス キ ー

2014 年にメキシコのオアハカに創立した、 100%地元産のメキシカン ・ コーンウィス

キーです。 蒸留所 ・ 熟成庫は、 オアハカシティのはずれにある、 San Augustin de 

las Justas にあります。

社長兼マスターディスティラーはダグラス ・ フレンチ氏。

彼は元々、 アメリカ ・ サンフランシスコでデザインの勉強をし、 メキシコに帰って生地製

造に取り組みましたが、 失敗しその後、 メスカル生産を始めました。 国内でのビジネス

は思ったよりも厳しく、 古い友人と一緒にアメリカ市場向けにメスカルビジネスを開始、

サソリをモチーフに、 会社名も代表商品にも実際にスコーピオンを使用したことで、 彼の

アメリカでのメスカルビジネスは成功し、 今では、 16 ヶ国にメスカルを輸出しています。

2014 年から始めたウィスキー

は 85%コーン、 15%メキシカ

ンモルトのブレンドで、 2回蒸留

（1回目はステンレス蒸留器、 2

回目は銅製蒸留器を使用）、 熟

成は最低 10ヶ月ボルドー又は

ブルゴーニュのフレンチオークワ

イン樽で熟成されたシングルバレ

ルで、 オアハカ初の熟成コーン

ウィスキーです。

オアハカの小規模農家の生活を

守るため、 契約農家よりフェア

トレード価格でコーンを購入。

モルトもメキシコのビール会社

より調達しています。

種類別にそれぞれのコーンの個

性を活かすべく、 現在では 5

種類のコーンウィスキーを製造

しています。

 

ダグラス ・ フレンチ氏

世界中のウイスキーファンが注目する、

米国のウイスキー専門誌 「Whisky ADVOCATE」 が選ぶ

2018 年の TOP20 にランクイン！

 100 点満点中 90 点以上を獲得した "outstanding" のウ

イスキーの中で、 2018 年最も感動を生み最も優れたウイス

キーとして、 「シエラノルテ ・ イエローコーンウィスキー 」

が世界の名だたるウィスキーと並んで選ばれました！

Nose：トーストされたコーンやキャラメルの香り
Palate：非常にスムースで、焼いたパイナップルや少し
スパイス感もあり
Finish：ハチミツやオールスパイスの余韻

Nose：マラスキーノチェリーやバナナの皮の香り
Palate：熟れたバナナのニュアンス
Finish：ケーキやバニラアロマの余韻

Nose：フルーティなアロマにバニラやアーモンドの香り
Palate：青りんごのようなニュアンス
Finish：スムースでシナモンのようなスパイスの余韻

Nose：ペッパー、スターアニス、ピーナッツの皮の香り
Palate：煮込んだリンゴ、ザクロやクランベリーのニュアンス
Finish：クローブやリコリスの余韻

988

989

990

991



サンローラン ジン
希望小売価格 オープン
カテゴリー：ジン
原料：グレーンスピリッツ
　　　＋10種のボタニカル
産地：カナダ
生産者：Distillerie du St. Laurent
度数：43％  
容量：700ml  入数：6本入
JAN：628110848017

826

グラッパ・リゼルヴァ
希望小売価格 オープン
カテゴリー：ブランデー
原料：葡萄
産地：イタリア
生産者：Corte alla Flora
度数：45％ 
容量：500ml  入数：6本入
JAN：4514852690013

1224

リモンチェッロ･アマルフィ
希望小売価格 3,800円（税別）
カテゴリー：リキュール
原料：ナポリ近郊のレモン 100%
産地：イタリア　カンパーニャ
生産者：Maurizio Russo
度数：30％  
容量：500ml  入数：6本入
JAN：8005087005377

265

ブランデー

アブサン

リモンチェッロ

その他のスピリッツ

希望小売価格 オープン

カテゴリー：メープルスピリッツ
原料：メープルシロップ 100％
産地：カナダ
生産者：Distillerie du St. Laurent
度数：40％
容量：700ml  入数：6本入
JAN：0628110848093

823

Distillerie du St. Laurent

サンローランは創立者で親友でもある
ジャン・フランシスとジョエルの2人が、
カナダ　ケベック州リモウスキーの実
家地下室で、地元のサンローラン河に
生息する昆布を使って、とてもユニー
クなジン造り始めた事が発端で、2015
年正式に立ち上げた、マイクロクラフ
ト蒸留所です。
個性的な、サンローランジンを筆頭に、
ケベック州と一丸となって、ローカル
メイプルシロップのみを使用して造る、
新ジャンルのお酒、アセラムの研究・
製造にも励む、ケベックのパイオニア
的存在の蒸留所です。

サンローラン・アセラム

ジン メープルスピリッツ

ミス・アブサン・
トラディショナル
希望小売価格 オープン
カテゴリー：リキュール
ツヨン濃度 1.3ppm
産地：フランス
生産者：VEDRENNE
度数：69％  容量：750ml  入数：6本入
JAN：645225430722

1408



Langguth
豪華客船タイタニック号で振舞われていたワイン！
この話はラングート社が 100 年間 3世代に渡り受
け継がれてきたもの。1912 年、豪華客船タイタニッ
ク号を所有していたホワイト･スターライン社には
タイタニック号へ納品していた有名なロンドンの酒
商サンデマン＆カールロウへの手書きの売掛買掛勘
定帳があり、そこにはいくつかのモーゼル･ワイン
の名が残っておりその内のひとつがこのラングート
社のリースリングだったのです。

リースリング・
ホッホゲヴェクス
（トラベーナ）
希望小売価格 2,200円（税別）

タイプ：白・中甘口
格付：Qba
産地：ドイツ モーゼル
品種：リースリング 100％
生産者：Langguth
度数：11％
容量：750ml  入数：12本入
JAN：4001432101200

188

アイスキャット

希望小売価格 2,100円（税別）

167

希望小売価格 2,000円（税別）

183

クリスマスボトル・白
リースリング

希望小売価格 オープン

タイプ：白・中甘口
格付：Qba
産地：ドイツ　モーゼル
品種：リースリング 100％
生産者：SMW
容量：500ml  入数：15本入
JAN：4514852200410

189

希望小売価格 オープン

190

クリスマスボトル・赤
ドルンフェルダー

希望小売価格 オープン

タイプ：ミディアムボディ
格付：Qba
産地：ドイツ　モーゼル
品種：ドルンフェルダー 100％
生産者：SMW
容量：500ml  入数：15本入
JAN：4514852200397

191

タイプ：白泡・甘口
格付：-
産地：ドイツ
品種：トレッビアーノ 55％, 
         アイレン 45％
生産者：Langguth
度数：11％
容量：750ml  入数：12本入
JAN：4020462464208

希望小売価格 1,800円（税別）

192

ワイン（ドイツ）

ベーレン・アウスレーゼ・
ファルツ 375ml

タイプ：白・甘口
格付：QmP
産地：ドイツ ファルツ
品種：シルヴァ―ナ―, ケルナー , 
         オルテガ
生産者：ZGM
度数：9.5％
容量：375ml  入数：12本入
JAN：4006542065749

毎年限定受注生産品 毎年限定受注生産品 毎年限定受注生産品

クリスマスボトル・ロゼ
シュペートブルグンダー

タイプ：ロゼ・中甘口
格付：Qba
産地：ドイツ　モーゼル
品種：シュぺートブルグンダー100％
生産者：SMW
容量：500ml  入数：15本入
JAN：4514852200434

イーリンガー・
シュペートブルグンダー・
トロッケン

タイプ：赤・辛口
格付：QbA
産地：ドイツ　イーリンゲン
品種：シュペートブルグンダー 100%
生産者：Kaiserstühler 
Winzergenossenschaft Ihringen e.G
度数：13.5％
容量：750ml  入数：12本入
JAN：4000981804211

豪華客船タイタニック号

で振舞われていたワイン！



Château La Condamine Bertrand から独立
し、ブルーノアンドリューと妻エマニュエル
がランクドック地区モンブランの古い畑を再
生して設立したワイナリーです。彼は前職よ
り、この地域で 20 年以上の醸造経験を持つ
ベテランで、独立後は海外市場を重視し、各
輸出国毎にテイストを変えたワインを販売す
る事でビジネスを成功させました。

Bruno Andrew

Maison Fezas

150 年前に設立されたドメーヌ・シルレの 5
代目当主フィリップ・フェザス氏が 2001 年
に購入し始めた、コート・デュークス区画北
側の丘にあるのがドメーヌ・ブリショーです。
フィリップは農業技師でありワイン醸造家
で、かつては樽の一流メーカー　スギャン・
モローに勤務した、樽使いのスペシャリスト
です。

Domaine Chiroulet
希望小売価格 1,890円（税別）

390

ドメーヌ・
ブリショー・ブラン

タイプ：白・辛口
格付：IGP
産地：コート・ド・ガスコーニュ
品種：コロンバール 50％,
ソーヴィニヨンブラン 25％,
ユニブラン 25％
生産者：Maison Fezas
度数：11.5％
容量：750ml   入数：12本入
JAN：4514852180255

希望小売価格 1,890円（税別）

タイプ：ミディアムボディ
格付：IGP
産地：コート・ド・ガスコーニュ
品種：メルロー 50％, 
カベルネフラン 35％, シラー 15％
生産者：Maison Fezas
度数：12％
容量：750ml   入数：12本入
JAN：4514852180248

389

ドメーヌ・
ブリショー・ルージュ

希望小売価格 4,200円（税別）

タイプ：フルボディ
格付：AOC
産地：バンドール
品種：ムールヴェードルVV85%, 
サンソーグルナッシュ 15%
生産者：Provence Wine Heritage
度数：15％
容量：750ml  入数：12本入
JAN：4514852180163

365

バンドール・ルージュ

Provence Wine Heritage

ローラン・バレラ氏は地質エンジニアという経歴の持ち主。南仏ワインへの情熱を抑え切
れなかったローラン・バレラ氏はボルドーでワインコースを学んだ後、エマニュエル・デュ
ペレ嬢と共にプロバンスにて葡萄栽培、醸造学を学び、造り手へ転換！！ワインに恋した
２人が南仏で飛びきり美味しいワインを造ろうと決意。お互いの名前をとり誕生したのが
デュペレ・バレラです。
バンドール・ルージュの樽熟成は 1/3 が新樽、1/3 がロマネコンティの中古樽、1/3 が
Ch イケムの中古樽を使用。それぞれ熟成後、３つをアッサンブラージュ。イケム樽のワ
インは樽々しく、DRCの樽のワインは華やかニュアンスを生み出す。

希望小売価格 2,600円（税別）

タイプ：フルボディ
格付：IGP
産地：ペイドック
品種：シラー 80％, グルナッシュ 20％
生産者：SAS BRUNO ANDREU
度数：14.5％
容量：750ml   入数：6本入
JAN：3417690000369

2394

エリクシール・
ルージュ

レ・プリュネル・
シャルドネ
希望小売価格 2,400円（税別）

タイプ：白・辛口
格付：IGP
産地：ペイドック
品種：シャルドネ 100％
生産者：SAS BRUNO ANDREU
度数：13.5％
容量：750ml  入数：6本入
JAN：3417690001564

2409

Dupéré Barrera



ワイン（フランス）

マレショード・
ブルゴーニュブラン
希望小売価格 2,160円（税別）

タイプ：白・辛口
格付：AOC
産地：ブルゴーニュ
品種：シャルドネ 100％
生産者：Domaine des Marechaudes
度数：12.5％
容量：750ml  入数：12本入
JAN：3379810110061

1340

シャトー・ド・
ロンガルリ
希望小売価格 2,100円（税別）

タイプ：フルボディ
格付：AOC
産地：コート・ド・ボルドー
品種：メルロー 100％
生産者：Château de Langalerie
度数：14％
容量：750ml  入数：12本入
JAN：3663633000112

2415

シャトー・デ・
ノージャン･ルージュ

希望小売価格 1,780円（税別）

396

タイプ：ミディアムボディ
格付：AOC
産地：ボルドー
品種：メルロー 70%,
　　　カベルネソーヴィニヨン 30%
生産者：Les Grands Chateau de France
度数：12.5％
容量：750ml  入数：12本入
JAN：3700203020078

コムテス･ド･マレ･
ロックフォール

希望小売価格 2,200円（税別）

タイプ：フルボディ
格付：AOC
産地：ボルドー
品種：メルロー 75%, 
　　　カベルネフラン 25%
生産者：La Passion des Terroirs
度数：13％
容量：750ml  入数：6本入
JAN：3760175852848

2399

シャトーグランジェン
6L

タイプ：フルボディ
格付：AOC
産地：ボルドー・シュペリュール
品種：カベルネソーヴィニヨン 50％, 
         メルロー 45％,
　　　カベルネフラン 5%
生産者：Chateau Grand Jean
度数：13％
容量：６L  入数：1本入
JAN：4514852290077

2306

希望小売価格
28,500円（税別）

シャトー･レオニャン

希望小売価格 10,000円（税別）

タイプ：フルボディ
格付：AOC
産地：ぺサックレオニャン
品種：カベルネ･ソーヴィニョン 70％, 
　　　メルロー 30％
生産者：Chateau Leognan
度数：13％
容量：750ml  入数：6本入
JAN：4514852720017

2329

シャトー ラ・ロード

希望小売価格 2,400円（税別）

2414

タイプ：フルボディ
格付：AOC
産地：カスティヨン・コート・ド・ボルドー
品種：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%
生産者：THUNEVIN
度数：13％
容量：750ml  入数：12本入
JAN：4514852770012

マレショード・
ブルゴーニュルージュ
希望小売価格 2,160円（税別）

1339

タイプ：ライトボディ
格付：AOC
産地：ブルゴーニュ
品種：ピノノワール 100％
生産者：Domaine des Marechaudes
度数：12.5％
容量：750ml  入数：12本入
JAN：3363040000087



ロンディネト 
ピノグリージョ

希望小売価格 1,900円（税別）

タイプ：白・辛口
産地：アブルッツォ
品種：ピノグリージョ100％
生産者：SAVINI
度数：12.5％
容量：750ml   入数：12本入
JAN：8024526000155

1236

ロンディネト 
モンテプルチアーノ・
ダブルッツォ
希望小売価格 1,900円（税別）

タイプ：フルボディ
産地：アブルッツォ
品種：モンテプルチアーノ100％
生産者：SAVINI
度数：13％
容量：750ml   入数：12本入
JAN：8024526000063

1234

サンジョベーゼ
（ピサの斜塔）

希望小売価格 2,840円（税別）

タイプ：ミディアムボディ
産地：イタリア　トスカーナ
品種：サンジョベーゼ 100％
生産者：Cantine Fratelli Bellini Srl 
度数：12％
容量：750ml   入数：12本入
JAN：8002373002881

251

ジッツァ
ネロダヴォラ

希望小売価格 1,700円（税別）

タイプ：赤・ミディアムボディ
産地：イタリア　シチリア
品種：ネロ・ダヴォラ １００％
生産者：Cantine Paolini
度数：12.0％
容量：750ml   入数：12本入
JAN：8017437002226

1238

ジッツァ
インツォリア

希望小売価格 1,700円（税別）

タイプ：白・辛口
産地：イタリア　シチリア
品種：インツォリア １００％
生産者：Cantine Paolini
度数：12.0％
容量：750ml   入数：12本入
JAN：8017437002219

1239

ナイト・ハーヴェスト・
サンティノビレ
希望小売価格 3,200円（税別）

タイプ：赤・フルボディ
産地：イタリア　シチリア
品種：ネロ・ダーヴォラ 85%, 
カベルネ・ソーヴィニヨン 15%
生産者：Provinco
度数：14.5％
容量：750ml   入数：6本入
JAN：8024209007877

1232

SAVINI

Fattoria Giuseppe Savini はヴィンセント・サヴィーニにより 1949 年に設立され、その息子のジュ
ゼッペ・サヴィーニによって受け継がれています。イタリア南部のアブルッツォ州の Teramo の
DOCG エリアを含むに計 600 ヘクタールの土地を所有し葡萄畑、オリーブ畑と農場を併設し、減農
薬のサステイナブルに取り組んでいます。アドリア海とアペニン山脈にはさまれ、標高 300m 以上
の畑は、葡萄づくりにはとても恵まれた条件のエリアです。アブルッツォを代表するモンテプルチアー
ノをはじめ、国際品種と呼ばれるシャルドネやピノネロを栽培する、この地域では珍しい生産者です。
 
RONDINETO　
イタリア語のツバメ（RONDINE）から来た造語。畑にたくさんのツバメが飛んでいた事から名付け
られました。このラインは、サヴィーニの造るデイリーラインで、何杯でもお代わりできる、飲み飽
きず食事に寄り添う、をコンセプトに赤は大樽熟成、白はステンレス熟成を基本としています。

http://www.fattoriagiuseppesavini.com/en/

ワイン（イタリア）

ロンディネト・
ピノネーロ

希望小売価格 1,900円（税別）

タイプ：ミディアムボディ
産地：アブルッツォ
品種：ピノネーロ100%
生産者：SAVINI
度数：12.5％
容量：750ml   入数：12本入
JAN：8024526000162

1237









株式会社コートーコーポレーション

〒662-0862  兵庫県西宮市青木町 3-12
TEL. 0798-71-0030
FAX. 0798-71-0033
MAIL. wine@kotobiz.com

オフィシャルHP オフィシャル LINEアカウント


