
ワインリスト

商品のお届けは順次発送となります。お届け日のご指定は、ご注文から20日後以降の日程で承ります。

◎このリストの商品は「阪神オンラインショッピング」でお申込みいただけます。価格も、「阪神オンライン大ワイン祭」特別価格です。
◎1階「リカーワールド」および8階催場では、お申込みいただけません。
◎各ブースの★印の「ブースのオススメワイン」と、●印の「バイヤーのオススメワイン」計48銘柄のみ、試飲オフ会会場特設ブース（4月28日（水）
　→5月4日（火・祝） 8階催場）でお買上げのうえ、お持ち帰りいただけます。 詳しくは「阪神オンライン大ワイン祭」ホームページをご覧ください。
◎各種カードでの割引はございません。

※表示価格は、消費税を含んだ税込価格です。 ※ヴィンテージが変更となる場合がございます。※数量に限りがございますので、売り切れの際はご容赦くださいませ。

『阪神オンラインショッピング』なら配送料がお得にお申込みいただけます。

約500銘柄が大集合!

このリストの全商品をパソコン・スマートフォンから、お申込みいただけます。
◎1回のご注文は最大30種類までとさせていただきます。
◎配送のみ承ります。（代金着払いはお受けできません。）

承り期間：4月21日（水）ー〉5月9日（日）全国どこでも送料330円

阪神オンライン大ワイン祭 オンラインショッピング限定

パソコンから 阪神オンラインショッピング スマートフォンから



DG◎ …ダブルゴールド
　　　　“ダイヤモンドトロフィー”
DG ……ダブルゴールド
G ………ゴールド
S ………シルバー

（味わいマトリックス）
※赤ワイン

深みがあって豊かな味わい
Ｆ－３Ｆ－１Ｈ－１ H－３

軽口Ｆ－２Ｆ－０Ｈ－０Ｈ－２重口Ｅ－２Ｅ－０Ｇ－０Ｇ－２
Ｅ－３Ｅ－１Ｇ－１Ｇ－３
渋みが少なくフルーティ

※白ワイン
飲み応えのある味わい
Ｂ－３Ｂ－１Ｄ－１Ｄ－３

甘口Ｂ－２Ｂ－０Ｄ－０Ｄ－２辛口Ａ－２Ａ－０Ｃ－０Ｃ－２
Ａ－３Ａ－１Ｃ－１Ｃ－３
すっきりとした味わい

DG◎ …ダブルゴールド
　　　　“ダイヤモンドトロフィー”
DG ……ダブルゴールド
G ………ゴールド
S ………シルバー

SAKURA受賞

ブース1　Japan Women's Wine Awards  "SAKURA" 過去受賞ワイン特集
はブースのオススメワイン、 はバイヤーのオススメワインです。８階催場試飲オフ会会場出口付近で販売いたします。（売り切れの際はご容赦くださいませ。）

注文
NO 商品名 地域 特別価格 メモ タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

2021年
Ｇ

ロジャーグラート
カバ プラチナ ドゥミ・セック レセルバ　’17

スペイン
ペネデス

￥2,156
［￥1,960］ 白・発泡 チャレッロ、マカベオ、

パレリャーダ B-0 12.0％ 750㎖ 厳選された果実を圧搾し、最も良質とされるファーストモスト（一番搾り）のみを贅沢に
使用しています。最低18ヵ月瓶内熟成しており、ほんのり甘く、上品な味わいです。

2020年
DG◎

マッセリア・ボルゴ・デイ・トゥルッリ
サリーチェ・サレンティーノ　’18

イタリア
プーリア州

￥1,177
［￥1,070］ 赤 ネグロアマーロ、 

マルヴァジア・ネーラ H-3 13.5％ 750㎖ カシスやバニラ、チョコレートの香りがします。完熟果実のボリューム感を樽熟成
由来の複雑さがエレガントにまとめる、濃厚でパワフルなワインです。

2021年
Ｇ 3 ウンドラーガ

スパークリング ブリュット　NV
チリ
セントラル・ヴァレー

￥1,441
［￥1,310］ 白・発泡 シャルドネ、ピノ・ノワール C-3 12.0％ 750㎖ 柑橘系アロマが溢れ出す辛口スパークリングです。きめ細かい泡に爽快感のあ

る心地よい酸味、ほのかな苦みがドライな印象です。
2020年
Ｇ 4 ヴーヴ・アンバル

ブラン・ド・ブラン ブリュット メトード・トラディッショネル　NV
フランス
シャラント県

￥2,024
［￥1,840］ 白・発泡 ユニ・ブラン、 コロンバール C-3 11.5％ 750㎖ 1898年創業のブルゴーニュの名門がシャンパン製法で造るスパークリングです。心地

よいクリーミーな泡、フレッシュで軽やかな柑橘系果実や白桃のニュアンスが特徴です。
2020年
S 5 ウンドラーガ

ユー・バイ・ウンドラーガ シャルドネ　’19
チリ
セントラル・ヴァレー

￥1,243
［￥1,130］ 白 シャルドネ C-3 13.0％ 750㎖ 洋梨の香りとフルーティさのバランスが抜群です。フレッシュで、はつらつとして

伸びのある酸、ミネラルとほのかな塩味を感じます。
2020年
DG 6 サマーハウス ワイン

マールボロ ソーヴィニヨン・ブラン　’19
ニュージーランド
マールボロ

￥2,046
［￥1,860］ 白 ソーヴィニヨン・ブラン C-2 13.0％ 750㎖ 低温発酵したことで生まれる華やかな果実の香りが印象的です。ほのかな酸味

が全体を引き締め、フレッシュでありながら濃厚な味わいです。
2020年
S 7 クネ

ビーニャ・レアル　ブランコ フェルメンタード・エン・バリカ　’18
スペイン
リオハ・アラベサ

￥2,266
［￥2,060］ 白 ビウラ D-2 13.0％ 750㎖ 樽香との調和がとれたリオハの白ワインです。果実味が豊かでありながらもキレ

があるので、飽きることなく飲み続けることのできるワインです。
2020年
S 8 ドメーヌ・ドルーアン・ヴォードン

シャブリ レゼルヴ・ド・ヴォードン　’18
フランス
シャブリ

￥3,674
［￥3,340］ 白 シャルドネ C-3 13.5％ 750㎖ フルーティな柑橘系に、ミントやレモングラスを想わせる香り。クリーンで上品な酸と果実

味のバランスが良く、フィニッシュには心地よいミネラルのニュアンスが感じられます。
2020年
G 9 ポール・ジャブレ・エネ

コート・デュ・ローヌ・ヴィラージュ プラン・ドゥ・デュー ドゥ・ペール・オン・フィーユ　’16
フランス
ローヌ

￥2,563
［￥2,330］ 赤 グルナッシュ、シラー、

ムールヴェードル H-2 14.5％ 750㎖ 銘醸地ジゴンダス、ラストー、ケランヌに囲まれた6haの樹齢50年の古樹から生
まれるぶどうを使用しています。力強くも華やかな印象です。

2020年
DG 10 サマーハウス ワインマールボロ ピノ・ノワール　’16

ニュージーランド
マールボロ

￥2,563
［￥2,330］ 赤 ピノ・ノワール G-3 13.5％ 750㎖ 完熟プラムやブラックチェリー、フレンチオーク由来のスパイス香。滑らかな口当

たりで厚みのある仕上がりで、ハーブのニュアンスがきれいにまとめています。
2020年
G 11 KWV

ケープ・ルージュ　 NV
南アフリカ
西ケープ

￥814
［￥740］ 赤 カベルネ・ソーヴィニヨン、

シラーズ、メルロ、ピノ・タージュ他 E-1 13.5％ 750㎖ フルーティな香りとスッキリとした果実味で、喉ごしも滑らかなワインです。南アフ
リカワインの入門版として気軽にお楽しみいただけます。

2020年
DG 12 KWV

ルーデバーグ 赤　’18
南アフリカ
西ケープ

￥1,716
［￥1,560］ 赤 カベルネ・ソーヴィニヨン、

シラーズ、プティ・ヴェルド、タナ他 H-2 14.0％ 750㎖ KWV社セラーマスターが精魂こめて造りあげる逸品！カベルネ・ソーヴィニヨン
やシラーズをブレンドした、凝縮感に満ちたボリューム感溢れる赤ワインです。

2020年
S 13 KWV

ルーデバーグ　白　’18
南アフリカ
西ケープ

￥1,716
［￥1,560］ 白 ソーヴィニヨン・ブラン、シャルドネ、

シュナン・ブラン、ヴェルデーリョ他 C-2 14.5％ 750㎖ トロピカルフルーツ、白桃とマスクメロンを思わせます。オーク樽熟成に特徴的な
アーモンドフレーヴァー、バタースコッチ香が感じられます。

2020年
DG 14 KWV

メントーズ　カンヴァス　’16
南アフリカ
コースタル・リージョン

￥3,322
［￥3,020］ 赤 シラーズ、グルナッシュ、ノワール、 

テンプラニーリョ、プティ・シラー他 G-2 14.5％ 750㎖ カシスやチェリー、ブルーベリーのフレーヴァーが広がり、甘くしっかりとしたタンニ
ンが下支えしています。

2020年
G 15 ヴィーニャ・カサ・シルヴァ グランテロワール　カルメネール　’18

チリ
コルチャグア・ヴァレー

￥2,002
［￥1,820］ 赤 カルメネール H-2 14.0％ 750㎖ カルメネールはチリを代表する品種として有名であり、ヴィーニャ・カサ・シルヴァ社が特に

こだわりを持つ品種です。凝縮された黒い果実の中に、木樽由来の香ばしい香りがします。
2020年
G 16 パスクア

ファミリアパスクア　パッシメント　ビアンコ　’17
イタリア
ヴェネト州

￥2,178
［￥1,980］ 白 ガルガネガ D-2 13.0％ 750㎖ ロミオとジュリエットの舞台である『ヴェローナ』より恋愛成就の想いを込めた１品！

しっかりとした酸味と豊かな果実味のバランスがよいボリューム感のあるワインです。
2020年
G 17 リコッサバローロ　’15

イタリア
ピエモンテ州

￥3,872
［￥3,520］ 赤 ネッビオーロ H-1 13.5％ 750㎖ イタリアワインの王と呼ばれるバローロは、少なくとも3年以上オーク樽にて熟成

されます。エレガントさと力強さの両方を兼ね備えたワインです。
2020年
G 18 ピエール　ポネルブルゴーニュ　ピノノワール　’18

フランス
ブルゴーニュ

￥2,904
［￥2,640］ 赤 ピノ・ノワール E-1 13.0％ 750㎖ ぶどう品種ピノ・ノワールは、タンニンが比較的重くなく、果実の香りに富んだワ

インを生むと言われています。香り豊かで果実味に溢れた味わいが特徴です。
2019年
G 19 デ　ローチ

ジンファンデル　’１7
アメリカ
カリフォルニア

￥2,277
［￥2,070］ 赤 ジンファンデル主体 G-2 14.5％ 750㎖ カリフォルニア原産のぶどう品種ジンファンデルを使用しています。完熟した果

実を煮詰めたような芳醇な香りがします。
2020年
S 20 ライマットオーガニック　ボイラ

スペイン
カタルーニャ

￥1,925
［￥1,750］ 赤 ガルナッチャ・ネグラ G-2 15.0％ 750㎖ 口当たりやわらかで黒系果実の風味にカカオやバルサミコの香りが広がりま

す。果実味豊かでエレガントな味わいのEU認証オーガニックワインです。
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承り期間：４月２１日（水）　5月９日（日）リストの全商品は『阪神オンラインショッピング』からお申し込みいただけます。

DG◎ …ダブルゴールド
　　　　“ダイヤモンドトロフィー”
DG ……ダブルゴールド
G ………ゴールド
S ………シルバー

DG◎ …ダブルゴールド
　　　　“ダイヤモンドトロフィー”
DG ……ダブルゴールド
G ………ゴールド
S ………シルバー

SAKURA受賞

ブース2　（高畠ワイナリー）「Japan Winery Award 2020 五つ星ワイナリー」泡からデザートワインまで大集合！フルーツ王国・山形で造られるワイン特集
はブースのオススメワイン、 はバイヤーのオススメワインです。８階催場試飲オフ会会場出口付近で販売いたします。（売り切れの際はご容赦くださいませ。）

注文
NO 商品名 地域 特別価格 メモ タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

高畠ワイナリー
氷結搾りデラウェア　’20

日本
山形

￥2,189
［￥1,990］ 白 デラウェア B-3 9.0％ 720㎖ 有機認証畑の種ありデラウェアを凍らせ、氷結搾りした香り高くリッチな極甘デ

ザートワインです。
高畠ワイナリー
嘉スパークリングスウィート

日本
山形

￥1,804
［￥1,640］ 白・発泡 オレンジマスカット A-3 11.0％ 750㎖ 希少品種オレンジマスカットで造り上げた、マスカットやアールグレイティーの様

な香りが広がる、上品な甘口のスパークリングワインです。

23 高畠ワイナリー
嘉スパークリング　シャルドネ

日本
山形

￥1,804
［￥1,640］ 白・発泡 シャルドネ C-3 13.0％ 750㎖ 柑橘系や白い花の香り、豊かな旨味を伴う酸が心地よい爽快な辛口スパークリ

ングワインです。

24 高畠ワイナリー
高畠醗泡プリデムースデラウェア　’19

日本
山形

￥1,760
［￥1,600］ 白・発泡 デラウェア D-2 12.0％ 750㎖ キメ細やかな気泡は瓶内発酵ならでは。酵母由来の旨みと凝縮感溢れる果実

味の薄濁り辛口スパークリングワインです。

25 高畠ワイナリー
クラシック　上和田ピノ・ブラン　’19

日本
山形

￥1,628
［￥1,480］ 白 ピノ・ブラン C-3 13.0％ 720㎖ ピノ・ブラン特有の柑橘や白い花の香り、凛とした酸、スキンコンタクトで旨みを

存分に引き出しスッキリとした辛口に仕上げました。

26 高畠ワイナリー
ルオール　シャルドネ

日本
山形

￥1,606
［￥1,460］ 白 シャルドネ D-0 12.5％ 720㎖ 柑橘系の豊かな香りと、凝縮したフルーツの味わいを併せ持つミネラル豊かで

引き締まった酸が特徴の白ワインです。

27 高畠ワイナリー
ルオール　カベルネ＆メルロー

日本
山形

￥1,606
［￥1,460］ 赤 カベルネ・ソーヴィニヨン、

メルロ H-0 12.5％ 720㎖ ブラックベリーの様なフルーティなフレーバーやオーク由来の香り。バランス良く
タンニンが融和していて濃い味わいを感じる赤ワインです。

28 高畠ワイナリー
高畠シードル

日本
山形

￥1,507
［￥1,370］ 白・発泡 りんご A-2 8.0％ 750㎖ 蜜入りふじ林檎の味わいをそのまま詰め込み、パチパチ泡が弾けるたびに芳醇

なアロマ漂うすっきりとした甘口に仕上げています。

29 高畠ワイナリー
亜硫酸無添加マスカット・ベーリーA　’20

日本
山形

￥1,452
［￥1,320］ 赤 マスカット・ベーリーA E-2 12.5％ 720㎖ 亜硫酸無添加で造り上げたシズル感溢れる果実味、穏やかな渋みのぶどうの

旨みを楽しむ赤ワインです。

30 高畠ワイナリー
たかはたナイアガラ

日本
山形

￥1,089
［￥990］ 白 ナイアガラ A-3 11.0％ 720㎖ 香り高いナイアガラを使用した、生のぶどうをそのまま食べているかのようなみず

みずしい爽やかな甘口白ワインです。

31 高畠ワイナリー
ももワイン

日本
山形

￥979
［￥890］ その他 もも B-2 7.0％ 500㎖ まるで桃をかじっているかのようなみずみずしく、芳醇な香りが口いっぱいに広が

ります。

32 高畠ワイナリー
さくらんぼワイン

日本
山形

￥968
［￥880］ その他 さくらんぼ A-2 7.0％ 500㎖ 果実の宝石「さくらんぼ」の甘酸っぱいチャーミングな味わいをそのままギュッと

詰め込んだ可愛らしい味わいです。
2021年
G 33 高畠ワイナリー

ラ・クロチュア・エレクトリック・エン・上和田シャルドネ　’18
日本
山形

￥4,202
［￥3,820］ 白 シャルドネ D-2 13.5％ 750㎖ トロピカルフルーツのような熟度の高い凝縮したフルーツの味わいが樽熟成と

融合し、リッチな味わいに仕上がりました。

34 高畠ワイナリー
嘉スパークリング　ピノ・シャルドネ　’20

日本
山形

￥1,870
［￥1,700］ 白・発泡 シャルドネ、ピノ・ブラン、

ピノ・ノワール C-0 12.5％ 750㎖ 欧州系3品種のぶどうで造り上げた、果実の豊かな旨みとふくよかな余韻の辛
口スパークリングワインです。

35 高畠ワイナリー
ジャパネスク　リースリングフォルテ　’18

日本
山形

￥1,628
［￥1,480］ 白 リースリングフォルテ C-0 12.0％ 720㎖ リースリング＋甲州三尺の日本生まれのぶどう品種です。リースリング由来の華や

かなアロマと果実味、甲州由来の凛とした酸が心地よいフレッシュな味わいです。

36 高畠ワイナリー
亜硫酸無添加シャルドネ　’20

日本
山形

￥1,661
［￥1,510］ 白 シャルドネ C-0 13.0％ 720㎖ 亜硫酸無添加で造り上げた、魚介類との相性が特に抜群の辛口白ワインで

す。

37 高畠ワイナリー
クラシック　マスカット・ベーリーAブラッシュ　’18

日本
山形

￥1,342
［￥1,220］ ロゼ マスカット・ベーリーA A-1 13.0％ 720㎖ 蜜のように優しく豊かな香りと優しい酸味、口一杯に広がる果実味豊かで

チャーミングなロゼワインです。
2021年
G 38 高畠ワイナリー

ジャパネスク　ベーリーズブレンド　’18
日本
山形

￥1,771
［￥1,610］ 赤 マスカット・ベーリーA、ベーリー

アリカントA、ブラック・クイーン F-0 12.5％ 720㎖ 日本固有3品種が織りなす和の味わい。濃厚な赤い果実の華やかさ、樽熟成
由来のまろやかさと奥行きあるボリューム感をお楽しみください。

39 高畠ワイナリー
バリック　メルロー＆カベルネ　’16

日本
山形

￥2,860
［￥2,600］ 赤 メルロ、

カベルネ・ソーヴィニヨン H-1 14.0％ 750㎖ 凝縮した黒い果実の味わいとメルロ種の優しくて奥深いタンニンと果実味、カ
ベルネ・ソーヴィニヨンの力強さを兼ね備えた深い味わい。

40 高畠ワイナリー
高畠梅酒ワインブランデー仕込み

日本
山形

￥1,144
［￥1,040］ リキュール 梅 B-2 17.0％ 500㎖ ワイナリー秘蔵のブランデーに山形県産完熟梅を3年漬け込みました。蜂蜜や

あんずのような芳醇な味わいです。
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（味わいマトリックス）
※赤ワイン

深みがあって豊かな味わい
Ｆ－３Ｆ－１Ｈ－１ H－３

軽口Ｆ－２Ｆ－０Ｈ－０Ｈ－２重口Ｅ－２Ｅ－０Ｇ－０Ｇ－２
Ｅ－３Ｅ－１Ｇ－１Ｇ－３
渋みが少なくフルーティ

※白ワイン
飲み応えのある味わい
Ｂ－３Ｂ－１Ｄ－１Ｄ－３

甘口Ｂ－２Ｂ－０Ｄ－０Ｄ－２辛口Ａ－２Ａ－０Ｃ－０Ｃ－２
Ａ－３Ａ－１Ｃ－１Ｃ－３
すっきりとした味わい

ブース3　（モンデ酒造）ブドウ名産地より　食卓に寄り添うワイン特集
はブースのオススメワイン、 はバイヤーのオススメワインです。８階催場試飲オフ会会場出口付近で販売いたします。（売り切れの際はご容赦くださいませ。）

注文
NO 商品名 地域 特別価格 メモ タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

モンデ酒造
ヤマソービニオン2019

日本
山梨県

￥2,508
［￥2,280］ 赤 ヤマソービニオン H-1 13.5％ 720㎖ 個性強く溶け込んだタンニンは山ぶどう種より、豊かさあふれる果実味は重厚なカベル

ネ・ソーヴィニヨン種より由来。その特徴を樽を使用し、芳醇なワインに仕上げました。
モンデ酒造
メルロ＆ブラッククィーン

日本
山梨県

￥2,431
［￥2,210］ 赤 メルロ、

ブラッククィーン H-1 13.0％ 720㎖ 自社牧丘畑で実ったメルロ種、ボディと酸味のコントラストが魅力的なブラッククィーン
種をブレンド。樽熟成による豊かで広がりのある香りと落ちつきのある口あたりです。

43 モンデ酒造マスカットベーリーA上屋敷2019
日本
山梨県

￥1,947
［￥1,770］ 赤 マスカットベーリーA F-0 12.5％ 720㎖ 収穫期限界まで実らせたぶどうの、奥行きのある味わいを詰め込んでおります。

44 モンデ酒造モンテリアルージュ
日本
山梨県

￥1,727
［￥1,570］ 赤 マスカットベーリーA H-0 12.5％ 720㎖ 樽熟成させ、特有の果実香が焙煎した樽香と融合し、渋み、酸味のバランスが

とれた味わいです。

45 モンデ酒造ベーリーＡ
日本
山梨県

￥1,430
［￥1,300］ 赤 マスカットベーリーA E-2 12.0％ 720㎖ 鮮やかなルビー色に赤い果実がチャーミングに香ります。渋み、酸味のバランス

がとれたふくよかで飲み心地のよい味わいです。

46 モンデ酒造ベーリーＡハーフ
日本
山梨県

￥814
［￥740］ 赤 マスカットベーリーA E-2 12.0％ 360㎖ 鮮やかなルビー色に赤い果実がチャーミングに香ります。渋み、酸味のバランス

がとれたふくよかで飲み心地のよい味わいです。

47 モンデ酒造樽熟成甲州2018
日本
山梨県

￥2,431
［￥2,210］ 白 甲州 D-3 12.5％ 720㎖ オーク樽で発酵、熟成しています。柑橘が香るさわやかな味わいと樽由来の優

しいバニラが調和されたワインです。

48 モンデ酒造特醸甲州2019
日本
山梨県

￥2,145
［￥1,950］ 白 甲州 C-3 12.5％ 720㎖ シュール・リー製法で醸造しています。バランスの整ったワインとして、主に和食

に合わせていただけます。

49 モンデ酒造モンテリアジョーヌ
日本
山梨県

￥1,727
［￥1,570］ 白 甲州 D-0 12.0％ 720㎖ 旨み成分の多い果汁のみを使用した独自の製法により香り、厚みを最大限に

引き出し、キレとコクのある辛口ワインです。

50 モンデ酒造甲州辛口
日本
山梨県

￥1,430
［￥1,300］ 白 甲州 C-1 12.0％ 720㎖ さわやかな柑橘がほのかに香り、すっきりとした酸味がやわらかい口あたりを引き

立てる味わいです。

51 モンデ酒造甲州辛口ハーフ
日本
山梨県

￥814
［￥740］ 白 甲州 C-1 12.0％ 360㎖ さわやかな柑橘がほのかに香り、すっきりとした酸味がやわらかい口あたりを引き

立てる味わいです。

52 モンデ酒造ベーリーＡロゼ
日本
山梨県

￥1,430
［￥1,300］ ロゼ マスカットベーリーA D-0 13.0％ 720㎖ ふくよかで厚みのあるベリー系果実の香り、心地よい渋みと酸味がジューシーな

果汁感とあいまった味わいのワインです。

53 モンデ酒造巨峰スパークリング
日本
山梨県

￥1,683
［￥1,530］ ロゼ・発泡 巨峰 A-3 9.0％ 720㎖ きめ細やかな気泡が巨峰種ならではのやさしい甘みとさわやかな酸味を引き立

てるスパークリングワインです。

54 モンデ酒造巨峰ワイン
日本
山梨県

￥1,463
［￥1,330］ ロゼ 巨峰 A-3 9.0％ 720㎖ やさしい甘さとさわやかな酸味が特徴です。

55 モンデ酒造モンテリアロゼ
日本
山梨県

￥1,562
［￥1,420］ ロゼ デラウェア、

ブラッククィーン A-2 9.0％ 720㎖ 華やかないちごの香りとさくらんぼや桃を思わせるふくよかな果実味、アクセント
のある酸味が特徴です。

56 モンデ酒造ナイヤガラ
日本
長野県

￥1,584
［￥1,440］ 白 ナイヤガラ A-3 9.0％ 720㎖ 上品な甘さと華やかな香り、個性的な果実味を持つフルーティで親しみやすい

甘口ワインです。

57 モンデ酒造プレミアム缶ワイン　白
日本
山梨県

￥539
［￥490］ 白 甲州 C-1 12.0％ 300㎖ 優しい香りとさわやかな酸味によって繊細なバランスに仕上がった飲みきりサイ

ズの白ワインです。

58 モンデ酒造プレミアム缶ワイン　赤
日本
山梨県

￥539
［￥490］ 赤 マスカットベーリーA E-2 12.0％ 300㎖ ジャムやいちごのような華やかな香り、柔らかい渋みを持った飲みきりサイズの

赤ワインです。

59 モンデ酒造プレミアム缶ワイン　ロゼスパークリング
日本
山梨県

￥539
［￥490］ ロゼ・発泡 巨峰 A-3 9.0％ 290㎖ 巨峰のやさしい甘みとさわやかな酸味が特徴の飲みきりサイズのスパークリング

ワインです。

60 モンデ酒造デラウェアスパークリング
日本
山梨県

￥396
［￥360］ 白・発泡 デラウェア A-2 9.0％ 290㎖ 爽やかな香りとスッキリとした酸味、豊かな果実味があいまった飲みきりサイズ

のスパークリングです。
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承り期間：４月２１日（水）　5月９日（日）リストの全商品は『阪神オンラインショッピング』からお申し込みいただけます。

ブース4　(徳岡)おうち時間を楽しむ伝統国のワイン特集
はブースのオススメワイン、 はバイヤーのオススメワインです。８階催場試飲オフ会会場出口付近で販売いたします。（売り切れの際はご容赦くださいませ。）

注文
NO 商品名 地域 特別価格 メモ タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

テッレ　デイ　ブース
プロセッコ　ブリュット

イタリア
ヴェネト

￥1,584
［￥1,440］ 白・発泡 グレラ C-2 11.0％ 750㎖ 法定よりも長い二次発酵期間を要し、クリーミーな泡立ちで果実味豊かながら、

ドライで食事にも好相性です。
テッレ　デイ　ブース
フリッツァンテ　ロゼ

イタリア
ヴェネト

￥1,056
［￥960］ ロゼ・発泡 グレラ、ラボーゾ C-2 10.5％ 750㎖ プロセッコの原酒に、酸味豊かなラボーゾ種をブレンドした爽やかでフルーティ

な味わいです。アペロにもピッタリです。ヴィーガン認証のワインです。

63 テッレ　デイ　ブースオプラ　ワインカクテル　レモン＆マンゴー
イタリア
ヴェネト

￥968
［￥880］ 白・微発泡 グレラ A-2 5.5％ 750㎖ プロセッコの原酒に天然香料を加えた本格派ワインカクテルです。爽やかなレモ

ンと甘いマンゴーテイストが絶妙な味わいです。ヴィーガン認証のワインです。

64 テッレ　デイ　ブースオプラ　ワインカクテル　ストロベリー＆ライム
イタリア
ヴェネト

￥968
［￥880］ ロゼ・微発泡 グレラ、ラボーゾ A-2 5.5％ 750㎖ プロセッコの原酒に天然香料を加えた本格派ワインカクテルです。甘酸っぱいい

ちごと酸味のライムテイストが絶妙な味わいです。ヴィーガン認証のワインです。

65 ヴィーニャ　マカテラサングリア　ＢＩＯ　赤
スペイン
ラ・マンチャ

￥880
［￥800］ 赤 グルナッシュ G-1 8.0％ 750㎖ スペイン認証の有機ワインと有機ジュースをブレンドしたオーガニック・サングリ

アです。すっきりとした甘さのワインです。果物本来の味わいを楽しめます。

66 ヴィーニャ　マカテラサングリア　ＢＩＯ　白
スペイン
ラ・マンチャ

￥880
［￥800］ 白 アイレン A-2 8.0％ 750㎖ スペイン認証の有機ワインと有機ジュースをブレンドしたオーガニック・サングリ

アです。すっきりとした甘さのワインです。果物本来の味わいを楽しめます。

67 ジネステサンク　エトワール　ボルドー　白　’１８
フランス
ボルドー

￥924
［￥840］ 白 ソーヴィニヨン・ブラン、

セミヨン C-2 12.0％ 750㎖ 白い花や青草、グレープフルーツのアロマがあります。甘み、酸味、苦みの絶妙
なバランスがとれた味わいです。

68 ヨーゼフ　ビファーリースリング　トロッケン　’１６
ドイツ
ファルツ

￥1,320
［￥1,200］ 白 リースリング C-2 12.0％ 750㎖ 日本人女性醸造家がシュール・リー製法によって造る旨み溢れる白ワインです。

柑橘系のアロマとフレッシュな酸味が楽しめます。出汁や和食などと好相性です。

69 ヨーゼフ　ビファーリースリング　カビネット　’１８
ドイツ
ファルツ

￥1,320
［￥1,200］ 白 リースリング A-0 9.5％ 750㎖ ジューシーで果実味に富んだ甘口ながら、キリっとした酸味が下支えし、すっきりと

した味わいです。田楽味噌など、少し甘みのある味付けの料理と好相性です。

70 シャトー　ペイルレ　白　’１９ フランス
ボルドー

￥1,177
［￥1,070］ 白 セミヨン、ミュスカデル、

ソーヴィニヨン・ブラン C-2 13.0％ 750㎖ フランス有機認証のボルドー地方産白ワインです。酸味が穏やかで口当たり良
く、果実味とのバランスが取れた味わいです。

71 フィリップ　ブシャールシャブリ　’１９
フランス
ブルゴーニュ

￥2,112
［￥1,920］ 白 シャブリ C-2 12.5％ 750㎖ シャブリの特徴である、キレのある酸味とミネラル感とともに、果実味とボリュー

ム感も兼ね備えた味わいの白ワインです。

72 ヨーゼフ　ビファーダイデスハイマー　ヘアゴッツアッカー　リースリング　トロッケン　’１４
ドイツ
ファルツ

￥2,200
［￥2,000］ 白 リースリング D-2 13.0％ 750㎖ 酸味が落ち着き、ナッティな熟成感に加えて、旨味と果実味が感じられる複雑

で奥深い味わいの白ワインです。

73 ドップ　エ　イリオンゲヴュルツトラミネール　’１７
フランス
アルザス

￥2,376
［￥2,160］ 白 ゲヴュルツトラミネル D-1 13.5％ 750㎖ ドップ家とイリオン家は16世紀よりワイン造りに携わって来た名家です。このワイ

ンはスパイシーで、バラのような魅惑的な香りがし、エキゾチックな味わいです。

74 ジネステサンク　エトワール　ボルドー　赤　’１７
フランス
ボルドー

￥924
［￥840］ 赤 メルロ、カベルネ・ソーヴィ

ニヨン、カベルネ・フラン G-0 12.5％ 750㎖ カシスやブラックベリーのようで凝縮した果実味と渋み、酸味のバランスがよい
味わいです。

75 ローベパンボジョレー　ヴィラージュ　’１９
フランス
ブルゴーニュ

￥880
［￥800］ 赤 ガメイ F-2 13.5％ 750㎖ チェリーのようなベリー系の果実の香りが豊か、柔らかいタンニンで口当たりは

まろやか、フルーティで気軽に楽しめる味わいです。

76 シャトー　ド　モンセギュール　’１８ フランスボルドー
￥1,397
［￥1,270］ 赤 メルロ、

カベルネ・ソーヴィニヨン G-2 13.5％ 750㎖ 伝統的な醸造方法で造られ、美しい深紅色のローブで魅力的なフルーツのア
ロマ、タンニンの存在感と酸味が組み合わさりしっかりとした骨格があります。

77 カーヴ　ド　リュニーブルゴーニュ　ピノ　ノワール　（ブルーシールド）　’１８
フランス
ブルゴーニュ

￥1,760
［￥1,600］ 赤 ピノ・ノワール G-0 12.5％ 750㎖ 1926年設立の生産者です。フランスでも有数の規模を誇ります。ラズベリーなどのアロマに、ほのかにス

パイスや甘草などのニュアンスがあります。フレッシュな酸味と果実味があり、口当たりのよい味わいです。

78 シャトー　ヴュー　ランダ　’１８ フランス
ボルドー

￥2,200
［￥2,000］ 赤 カベルネ・ソーヴィニヨン H-2 13.0％ 750㎖ 初霜直前まで収穫を待った完熟のカベルネ・ソーヴィニヨン100％で造られま

す。いちご、ラズベリーやチェリーの果実味が特徴です。

79 ヨーゼフ　ビファーシュペートブルグンダー　トロッケン　’１４
ドイツ
ファルツ

￥2,200
［￥2,000］ 赤 ピノ・ノワール H-0 13.0％ 750㎖ 2013年、後継者のいなかったビファー家のワインを受け継いだのは日本人女性醸造家です。ピノ・

ノワール（シュペートブルグンダー）から上品で繊細な香りと味わいの赤ワインが生み出されました。

80 ジャン　リュック　チュニュヴァンバッド　ボーイ　’１６
フランス
ボルドー

￥3,080
［￥2,800］ 赤 メルロ H-2 14.5％ 750㎖ 名前「バッド・ボーイ（やんちゃ坊主）」の由来は、ロバート・パーカーが生産者チュニュヴァン氏

をそう呼んだことから。形に捉われず、果実味豊かなワインはまさにチュニュヴァン氏のようです。
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（味わいマトリックス）
※赤ワイン

深みがあって豊かな味わい
Ｆ－３Ｆ－１Ｈ－１ H－３

軽口Ｆ－２Ｆ－０Ｈ－０Ｈ－２重口Ｅ－２Ｅ－０Ｇ－０Ｇ－２
Ｅ－３Ｅ－１Ｇ－１Ｇ－３
渋みが少なくフルーティ

※白ワイン
飲み応えのある味わい
Ｂ－３Ｂ－１Ｄ－１Ｄ－３

甘口Ｂ－２Ｂ－０Ｄ－０Ｄ－２辛口Ａ－２Ａ－０Ｃ－０Ｃ－２
Ａ－３Ａ－１Ｃ－１Ｃ－３
すっきりとした味わい

ブース5　(オーバーシーズ)★オススメを飲んで納得！！ 欧州コスパワイン特集
はブースのオススメワイン、 はバイヤーのオススメワインです。８階催場試飲オフ会会場出口付近で販売いたします。（売り切れの際はご容赦くださいませ。）

注文
NO 商品名 地域 特別価格 メモ タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

MGMモンド・デル・ヴィーノ
ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ モリーノ・デッラ・スーガ　’15 イタリア

￥4,400
［￥4,000］ 赤 サンジョヴェーゼ・

グロッソ H-3 13.5％ 750㎖ 濃厚でありながらエレガント！長期熟成による奥深く素晴らしい余韻をお楽しみく
ださい。

ペレ・ベントゥーラ
カバ・プリメール ブリュット・レセルバ　NV

スペイン
カタルーニャ

￥1,771
［￥1,610］ 白・発泡 チャレッロ D-0 11.5％ 750㎖ 女性醸造家マルタ氏が造る、エレガントで芳醇な辛口スパークリングワインで

す。

83 シャンパーニュ・ポール・グールブリュット・トラディション　プルミエ・クリュ　NV
フランス
シャンパーニュ

￥6,391
［￥5,810］ 白・発泡 シャルドネ D-1 12.0％ 750㎖ 『世界が目覚めたシャンパーニュメゾン』。その味わいはまさに“クリーミーでありな

がらエレガント”。そして“芳醇な熟成感”を楽しめます。

84 アライアンス・ヴァンジャン・アルシャンボー ブラン・ド・ブラン　NV
フランス
ボルドー

￥1,474
［￥1,340］ 白・発泡 シャルドネ D-0 11.5％ 750㎖ シャルドネ100％で造る、爽快でありながらリッチなフランス産スパークリングワイ

ンです。

85 ペルリーノ
プロセッコ・ビオロジコ・エクストラ・ドライ　NV

イタリア
ヴェネト

￥1,474
［￥1,340］ 白・発泡 グレラ C-0 11.0％ 750㎖ 名門ペルリーノが造るプロセッコは、有機栽培のグレラ種を100%使用した、フ

レッシュ＆フルーティなイタリア認証のオーガニックスパークリングワインです。

86 ジョセフ・ドラーテンリースリング・スパークリング エクストラ・ドライ　NV
ドイツ
ナーエ

￥1,100
［￥1,000］ 白・発泡 リースリング C-0 12.0％ 750㎖ リースリングならではのピュアな果実味が心地良い、癒しのスパークリングワイン

です。

87 MGMモンド・デル・ヴィーノ
ルーナ　アルジェンタ　ビアンコ　テッレ・シチリアーネ

イタリア
シチリア

￥1,870
［￥1,700］ 白 シャルドネ D-0 12.5％ 750㎖ グレープフルーツとハチミツを掛け合わせたような濃密な果実味が楽しめる、コ

ク旨タイプの白ワインです。

88 ボルゴ・サヴァイアンオレンジワイン アランサット NV
イタリア
フリウリ・ヴェネツィア・ジュリア

￥1,771
［￥1,610］ 白 ピノ・グリージョ D-0 13.0％ 750㎖ 今、世界で注目される第4のワイン「オレンジワイン」。どんな料理にも寄り添う 

オールラウンダーです。

89 ボルゴ・サヴァイアンオレンジワイン アランサット ノンフィルター　NV
イタリア
フリウリ・ヴェネツィア・ジュリア

￥1,771
［￥1,610］ 白 ピノ・グリージョ D-1 13.0％ 750㎖ アプリコットやヨーグルトのようなニュアンスも！旨味ぎっしりノンフィルタータイプ

のオレンジワインです。一度飲んだらやみつきに！

90 ポール・ブルケール
リースリング レゼルヴ・パルティキュリエール　’19

フランス
アルザス

￥1,771
［￥1,610］ 白 リースリング D-1 12.0％ 750㎖ 7世代にも亘るアルザスの名門が造り出す、ミネラル感に溢れる上品な味わい

を堪能できる正統派のリースリングです。

91 カーサ・デ・ヴィラ・ヴェルデプルマ ヴィーニョ・ヴェルデ　’19
ポルトガル
ミーリョ

￥990
［￥900］ 白・微発泡 トレイシャドゥーラ C-0 11.5％ 750㎖ 微発泡が心地良い、爽やかでアロマティックな白ワイン。デイリーワインに最適

です。和食とも好相性です！

92 MGMモンド・デル・ヴィーノ
ルーナ アルジェンタ ネグロアマーロ・プリミティーヴォ アパッシーテ　’19

イタリア
シチリア

￥1,870
［￥1,700］ 赤 ネグロアマーロ H-2 14.0％ 750㎖ 陰干しぶどうで造った、ビターチョコレートを想わせる濃厚な果実味が楽しめるフ

ルボディタイプの赤ワインです。

93 ハメケン・セラーズ
カパ　シングル・ヴィンヤード　テンプラニーリョ　’18

スペイン
カスティーリャ・ラ・マンチャ

￥1,771
［￥1,610］ 赤 テンプラニーリョ H-1 14.0％ 750㎖ 凝縮感溢れるプルーンのような果実味に加え、スパイシーで奥深い余韻が楽し

める濃厚赤ワインです。

94 ドーヴェルニュ・ランヴィエコート・デュ・ローヌ ルージュ トラディション　’17
フランス
コート・デュ・ローヌ

￥1,672
［￥1,520］ 赤 グルナッシュ H-1 14.5％ 750㎖ 超新星ワイナリーが造る、野性的でスパイシーな赤ワインです。クセになります！

95 シュロデール・エ・シレーラ・クロワ・バルトン ボルドー・ルージュ　’15
フランス
ボルドー

￥1,474
［￥1,340］ 赤 メルロ G-0 13.0％ 750㎖ メドック格付3級「シャトー・キルヴァン」のエスプリを受け継ぐ、コストパフォーマ

ンス抜群のワインです。

96 カンティネ・ピローヴァノコッレツィオーネ　カベルネ　アパッシーテ　’18
イタリア
ヴェネト

￥1,287
［￥1,170］ 赤 カベルネ・ソーヴィニヨン H-0 13.5％ 750㎖ 陰干しぶどうで造り上げた、果実の凝縮感とスモーキーな味わいが楽しめる赤

ワインです。

97 カンティネ・ピローヴァノコッレツィオーネ プリミティーヴォ　’19
イタリア
プーリア

￥1,188
［￥1,080］ 赤 プリミティーヴォ H-2 14.0％ 750㎖ ダークチョコレートやコーヒーの香りが立ち込め、なめらかで複雑味のあるフルボ

ディタイプの赤ワインです。

98 イル・ベネドゥーチェリモンチェッロ ソーレ・ミオ　NV
イタリア
カンパーニャ

￥1,287
［￥1,170］ リキュール B-3 30.0％ 375㎖ 南イタリア・カンパーニャ産の香り高いレモンを皮ごと漬け込んだリキュールで

す。よく冷やしてストレートやロックでお楽しみください。

99 イル・ベネドゥーチェメロンチッシモ　クレーマ・アル・メローネ　NV
イタリア
カンパーニャ

￥1,287
［￥1,170］ リキュール B-3 16.0％ 375㎖ メロンリキュールです。飲んだ瞬間にメロンの濃厚な香りと味わいが溢れ出しま

す。よく冷やしてストレートやロックでお楽しみください。

100 イル・ベネドゥーチェフラゴリッシモ　リクオーレ・ロゾリオ・ディ・フラゴラ　NV
イタリア
カンパーニャ

￥1,287
［￥1,170］ リキュール B-3 30.0％ 375㎖ 素材にこだわって造った、香り高いストロベリーリキュール。ストレートはもちろん、

ミルクと割ってカクテルとしても美味しくいただけます。
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承り期間：４月２１日（水）　5月９日（日）リストの全商品は『阪神オンラインショッピング』からお申し込みいただけます。

DG◎ …ダブルゴールド
　　　　“ダイヤモンドトロフィー”
DG ……ダブルゴールド
G ………ゴールド
S ………シルバー

DG◎ …ダブルゴールド
　　　　“ダイヤモンドトロフィー”
DG ……ダブルゴールド
G ………ゴールド
S ………シルバー

SAKURA受賞

ブース6　（モンテ物産）イタリア専門商社がオススメ！今飲みたいイタリアワイン特集
はブースのオススメワイン、 はバイヤーのオススメワインです。８階催場試飲オフ会会場出口付近で販売いたします。（売り切れの際はご容赦くださいませ。） はソムリンのオススメワインです。

注文
NO 商品名 地域 特別価格 メモ タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

ニーノ・ネグリ
ヴァルテッリーナ・スペリオーレ・リゼルヴァ ’15

イタリア
ロンバルディア

￥2,860
［￥2,600］ 赤 キアヴェンナスカ H-3 13.5％ 750㎖ バラやスミレを思わせる複雑な香りがします。味わいは豊かできめ細やかなタン

ニンがあり、プルーンを感じるエレガントな余韻が長く続きます。
マーレ・マンニュム
マンモス・ジンファンデル ’19

イタリア
プーリア

￥1,980
［￥1,800］ 赤 ジンファンデル H-3 14.5％ 750㎖ 8ヵ月間の樽熟成で造られるワインです。リッチでフルボディのワインで、濃い色の果実、プラ

ム、スパイスやトーストしたオークの香りがあります。ステーキやバーベキューに合うワインです。

103 GIVレ・ヴァカンツェ　シャルドネ・フリッツァンテ NV
イタリア
ヴェネト

￥1,100
［￥1,000］ 白・微発泡 シャルドネ C-2 11.5％ 750㎖ 100％シャルドネから造られた微発泡性ワインです。“レ・ヴァカンツェ”＝“バカン

ス”という名前にふさわしい爽やかな辛口です。
2021年
G 104 ベッレンダフラテッリ・コスモ　プロセッコ・エクストラ・ドライ NV

イタリア
ヴェネト

￥1,430
［￥1,300］ 白・発泡 グレーラ D-0 11.5％ 750㎖ しっかりとした骨格を感じる、エレガントな辛口スパークリングワインです。ラベル

では、「愛する人とワインをシェアする喜び」を表現しています。

105 ヴィッラ・マティルデファラ・フェスタ・スプマンテ NV
イタリア
カンパーニア

￥2,200
［￥2,000］ 白・発泡 ファランギーナ D-2 12.0％ 750㎖ トロピカルフルーツのデリケートな香り、フルーティ・ミネラル感・爽やかな後

味、土着品種ファランギーナの魅力を詰め込んだスパークリングワインです。

106 ヴィッラ・マティルデヤンモ・ビアンコ・カンパーニア ’19
イタリア
カンパーニア

￥1,100
［￥1,000］ 白 ファランギーナ、

グレコ D-0 12.5％ 750㎖ パイナップルや桃、バラの香りに、セージのニュアンス、ほのかにクルミを思わせるバラン
スのとれた辛口ワインです。モッツァレッラを使用したピッツァやサラダによく合います。

107 フォンタナ・カンディダサンタ・テレーザ　フラスカーティ・セッコ ’19
イタリア
ラツィオ

￥1,650
［￥1,500］ 白 マルヴァジーア、 

トレッビアーノ、グレコ C-2 13.5％ 750㎖ “サンタ・テレーザ”は、日当たりのよい斜面にある畑の名前です。花やフルーツ、
ハーブを感じる繊細でエレガントな香りを楽しんでいただけるフラスカーティです。

2021年
G 108 マーレ・マンニュムマーレ・マンニュム　クルード・ビアンコ ’19

イタリア ￥1,980
［￥1,800］ 白 カタラット、

ズィビッボ D-0 12.5％ 750㎖ タコのラベルが楽しい辛口のオーガニックワインです。トロピカルフルーツの香
り、熟した果実味が感じられる、 フレッシュでフルーティなワインです。

109 レ・モンデシャルドネ・フリウリ　’19
イタリア
フリウリ・ヴェネツィア・ジューリア

￥2,420
［￥2,200］ 白 シャルドネ D-1 13.0％ 750㎖ りんごやバナナのアロマ、バニラの上品なブーケとデリケートでバランスがとれ

た味わいです。心地よい余韻が感じられます。

110 ルナエエチケッタ・グリージャ　コッリ・ディ・ルーニ　’19
イタリア
リグーリア

￥2,750
［￥2,500］ 白 ヴェルメンティーノ D-2 12.5％ 750㎖ 濃厚でエレガントなブーケが感じられます。フレッシュで調和のとれた味わいで

す。余韻にはバランスのとれたミネラルが感じられる辛口ワインです。

111 ウマニ・ロンキアブルッツォ　チェントヴィエ・ペコリーノ・オーガニック　’18
イタリア
アブルッツォ

￥3,630
［￥3,300］ 白 ペコリーノ D-3 13.0％ 750㎖ シトラスや白い果肉、ハーブのニュアンスが感じられ、非常にエレガントで持続

性の高い辛口ワインです。

112 サン・ミケーレ・アッピアーノアッピアーノ　ラーン・ソーヴィニヨン　’19
イタリア
トレンティーノ・アルト・アディジェ

￥3,850
［￥3,500］ 白 ソーヴィニヨン・ブラン D-3 13.0％ 750㎖ ラーンという畑のソーヴィニヨンから造られるワインです。パイナップルやはちみつの豊か

な香り、生き生きとした酸と繊細なミネラル感のバランスが取れた、心地よい味わいです。

113 ドゥーカ・ディ・サラパルータカラニカ　ロゼ　’19
イタリア
シチリア

￥1,870
［￥1,700］ ロゼ ネーロ・ダーヴォラ主体 D-0 11.5％ 750㎖ 自社畑のぶどうのみを100%手摘みで収穫。淡く輝きのあるロゼ色で、柑橘系の香

りの中に白桃のニュアンスが特徴です。華やかな香りと軽快な飲み口が魅力です。

114 ドネリランブルスコ・レッジャーノ・ビオ・アマービレ NV
イタリア
エミリア・ロマーニャ

￥1,100
［￥1,000］ 赤・微発泡 ランブルスコ、 ランチェッロッタ G-1 9.0％ 750㎖ フルーティでやさしい甘さ、ほどよいタンニンもありバランスが取れた味わいが魅

力です。

115 イル・サローネイル・サローネ　’18
イタリア ￥1,100

［￥1,000］ 赤 ネグロアマーロ、プリミティーヴォ、 
モンテプルチァーノ、ネーロ・ダーヴォラ H-3 13.0％ 750㎖ イタリア各地の厳選したぶどうから造られるフルボディタイプの赤ワインです。華や

かな香りと、果実味にあふれた、まろやかでバランスのとれた味わいが魅力です。

116 メリーニパッシエーノ　’18
イタリア
トスカーナ

￥1,540
［￥1,400］ 赤 メルロ 他 G-2 14.5％ 750㎖ フレッシュなブラックベリーやプラムの香りに、ドライフルーツのニュアンスが加 

わった、複雑な香りがします。ベルベットのようになめらかな口当たりです。

117 カステッロ・モナチコリバンテ・サレント　’19
イタリア
プーリア

￥1,870
［￥1,700］ 赤 シラー、

マルヴァジーア・ネーラ H-0 14.5％ 750㎖ シラーはフレッシュな味わいと香りを、マルヴァジーア・ネーラはふくよかさと熟成感をも
たらします。フレッシュ感と複雑な味わいを併せ持つ、エレガントで個性的なワインです。

118 フォンタナフレッダバルベーラ・ピエモンテ・オーガニック　’18
イタリア
ピエモンテ

￥2,750
［￥2,500］ 赤 バルベーラ H-0 14.5％ 750㎖ ベリーやプラムの香りとやわらかいタンニンが特徴的で、生ハムやサラミ、少し

熟成したチーズによく合います。

119 メリーニラ・セルヴァネッラ　キャンティ・クラシコ・リゼルバ　’15
イタリア
トスカーナ

￥3,520
［￥3,200］ 赤 サンジョヴェーゼ・

グロッソ H-3 14.5％ 750㎖ 複雑な香り、芳醇な味わいで、エレガントで長い余韻が感じられます。単一畑で
造られた最高のポテンシャルを持つキャンティです。

ラ・スピネッタ
ランゲ・ネッビオーロ　’18

イタリア
ピエモンテ

￥5,280
［￥4,800］ 赤 ネッビオーロ H-3 14.0％ 750㎖ フレンチオークの樽で発酵後、バリック（小樽）で熟成。プラムやブラックチェリー、

ミントの香り、まろやかなタンニンと心地よいフィニッシュが印象的なワインです。
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（味わいマトリックス）
※赤ワイン

深みがあって豊かな味わい
Ｆ－３Ｆ－１Ｈ－１ H－３

軽口Ｆ－２Ｆ－０Ｈ－０Ｈ－２重口Ｅ－２Ｅ－０Ｇ－０Ｇ－２
Ｅ－３Ｅ－１Ｇ－１Ｇ－３
渋みが少なくフルーティ

※白ワイン
飲み応えのある味わい
Ｂ－３Ｂ－１Ｄ－１Ｄ－３

甘口Ｂ－２Ｂ－０Ｄ－０Ｄ－２辛口Ａ－２Ａ－０Ｃ－０Ｃ－２
Ａ－３Ａ－１Ｃ－１Ｃ－３
すっきりとした味わい

ブース7　（三陽物産）家飲みを豊かに！ハイコスパフランスワイン特集
はブースのオススメワイン、 はバイヤーのオススメワインです。８階催場試飲オフ会会場出口付近で販売いたします。（売り切れの際はご容赦くださいませ。）

注文
NO 商品名 地域 特別価格 メモ タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

JP.シェネ
ディヴァイン　ブラック

フランス ￥2,068
［￥1,880］ 白・発泡 シャルドネ C-0 12.0％ 750㎖ 砂糖漬けのシトラスフルーツのアロマが、シャルドネ特有のミネラル感とバランス

よく調和します。食前酒や夕食のお酒にオススメです。
JP.シェネ
クラシック　カベルネ・ソーヴィニヨン　’１8

フランス ￥1,100
［￥1,000］ 赤 カベルネ・ソーヴィニヨン G-0 13.5％ 750㎖ カシス・ブルーベリー系の風味があります。ふくよかで滑らかなタンニンが心地よ

く、バランスのとれた味わいです。

123 JP.シェネクラシック　シャルドネ　’19
フランス ￥1,100

［￥1,000］ 白 シャルドネ C-3 13.5％ 750㎖ 柑橘系・白い花の香り、爽やかでフルーティな味わいです。

124 JP.シェネクラシック　メルロー　ロゼ　’17
フランス ￥1,100

［￥1,000］ ロゼ メルロ C-0 12.0％ 750㎖ フルーティでチャーミングなベリー系の香りがします。心地よい酸味とやさしい甘
みでバランスのとれたロゼワインです。

125 JP.シェネスパークリング　ブリュット
フランス ￥1,100

［￥1,000］ 白・発泡 アイレン、マカベオ C-1 11.0％ 750㎖ 辛口ですっきりした中に、果実のエキスを感じます。きめ細かい泡立ちとバラン
スのとれた味わいが心地よいスパークリングです。

126 JP.シェネビオ　カベルネ・シラー　’18
フランス ￥1,320

［￥1,200］ 赤 カベルネ・ソーヴィニヨン、
シラー H-0 13.5％ 750㎖ はじめにチェリー、黒スグリ、かすかなグリーンペッパーが香り、そのあとをリコリス、

スパイス、コショウが続きます。風味豊かで濃厚かつ、なめらかな味わいです。

127 JP.シェネビオ　コロンバール・ソーヴィニヨン　’19
フランス ￥1,320

［￥1,200］ 白 コロンバール、
ソーヴィニヨン・ブラン C-2 11.5％ 750㎖ シトラス系、白い花の濃厚な香りがします。コロンバールのフレッシュでキレのい

い味わいとアロマティックなソーヴィニヨン・ブランがマッチします。

128 JP.シェネディヴァイン　ピンク
フランス ￥2,068

［￥1,880］ ロゼ・発泡 ピノ・ノワール B-0 11.5％ 750㎖ ピノ・ノワール特有のスパイシーさが、濃厚なベリーの香りを引き立たせます。口
当たりがよく、心地よい後味が長く続きます。

129 アーサーメッツアルザス　’18
フランス
アルザス

￥1,606
［￥1,460］ 白 シルバネール・ピノブラン、

ミュスカ・リースリング C-3 12.5％ 750㎖ 甘味・酸味のバランスがよく、飲み飽きない味わいです。アルザス特有の辛
口・主要品種のブレンドによるバランスの良いワインです。

130 アーサーメッツリースリング　’18
フランス
アルザス

￥1,848
［￥1,680］ 白 リースリング C-3 12.0％ 750㎖ アプリコットの甘酸っぱさ、心地よい酸味が後まで続きます。リースリング特有の

香りは抑えめなので、お料理とも合わせていただきやすい1本です。

131 アーサーメッツゲヴェルツ・トラミネール　’18
フランス
アルザス

￥2,090
［￥1,900］ 白 ゲヴェルツトラミネル A-0 14.0％ 750㎖ 完熟した果実の爽やかな甘さにほのかな苦みがあります。余韻も長く、上品な

味わいです。やや甘口なので、デザート感覚でもお飲みいただけます。

132 アーサーメッツ１９０４　クレマン　ダルザス
フランス
アルザス

￥2,860
［￥2,600］ 白・発泡 ピノ・ブラン D-3 12.5％ 750㎖ 華やかな香り、複雑さ、リッチ・フィネスを感じるクレマンです。切れのよい酸味、

味わいに奥行きがあります。余韻の長さ、きめの細かい泡立ちが特徴です。

133 カルベカベルネ・ソーヴィニヨン　’19
フランス ￥1,265

［￥1,150］ 赤 カベルネ・ソーヴィニヨン G-0 13.5％ 750㎖ カベルネ・ソーヴィニヨン特有のタンニン、熟した果実味、ほのかな苦みが心地よい赤ワイ
ンです。熟したぶどう由来の果実の甘みとほどよいタンニンのバランスがとれた味わいです。

134 カルベシャルドネ　’19
フランス ￥1,265

［￥1,150］ 白 シャルドネ C-3 13.0％ 750㎖ シャルドネ特有のレモンの酸味と、6ヵ月の樽熟成によるバニラを思わせる甘み
がまろやかでバランスのとれたワインです。

135 Ch　オームレヤーオー　ムレヤー　’16
フランス
ボルドー

￥1,980
［￥1,800］ 赤 メルロ、

カベルネ・ソーヴィニヨン G-0 13.0％ 750㎖ やわらかなタンニン、しなやかな酸、バランスよくまとまり心地よさが続きます。

136 Ch　キャップ・ルストーキャップ・ルストー　’15
フランス
ボルドー

￥3,080
［￥2,800］ 赤 カベルネ・ソーヴィニヨン、

メルロ H-3 13.5％ 750㎖ 複雑でいつまでも続くスパイシーさ、チェリー、カシス、バニラの香り。アタックはし
なやかで、バランスのとれたスモモや赤いフルーツジャムのような香りが続きます。

137 ジャン・ガニュロピノ・ノワール　’16
フランス
ブルゴーニュ

￥3,300
［￥3,000］ 赤 ピノ・ノワール G-0 12.5％ 750㎖ ピノ・ノワールのフレッシュ感、ほのかなタンニンが心地よく感じられます。果実

の風味豊かな酸と甘味のバランスが心地よくチャーミングな印象です。

138 シャトージンコジー・バイ・ユリグサ　’19
フランス
ボルドー

￥3,300
［￥3,000］ 赤 メルロ、

カベルネフラン G-0 14.0％ 750㎖ ぶどうを食べているような、ふくよかで心地よいアタックに、まろやかなタンニンが
口に心地よく果実味と広がっていきます。

139 カルベシャブリ　’18
フランス
ブルゴーニュ

￥3,520
［￥3,200］ 白 シャルドネ D-3 13.0％ 750㎖ ミネラル感があり切れ味の良い辛口白ワインです。豊かな果実味が特長で、余

韻が長く力強さと繊細さを併せ持つリッチなシャブリです。

140 Ch　カンタンカンタン　サンテミリオン　グランクリュ　’16
フランス
ボルドー

￥5,280
［￥4,800］ 赤 カベルネ・ソーヴィニヨン、

メルロ H-3 14.5％ 750㎖ カシスや赤いベリー系の香りの中に、シナモンやアーモンドの香ばしさが感じら
れます。シルキーで滑らかな口当たり。パーティーのディナーにも最適です。
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承り期間：４月２１日（水）　5月９日（日）リストの全商品は『阪神オンラインショッピング』からお申し込みいただけます。

ブース8　（GRN）オーストラリア・ニュージーランドを中心とした、飲みごたえのあるワイン特集
はブースのオススメワイン、 はバイヤーのオススメワインです。８階催場試飲オフ会会場出口付近で販売いたします。（売り切れの際はご容赦くださいませ。） はソムリンのオススメワインです。

注文
NO 商品名 地域 特別価格 メモ タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

シャーウッド・エステート
ストラタム ソーヴィニヨン・ブラン　'20

ニュージーランド
ワイパラ

￥1,958
［￥1,780］ 白 ソーヴィニヨン・ブラン C-3 13.0％ 750㎖ ニュージーランドを代表する品種ソーヴィニヨン・ブランを使用。柑橘系の香りにハ

ーブのニュアンスがあります。透明感のある果実味のスッキリ系辛口ワインです。
アンドリュー・ピース
ワインメーカーズ・ノート レゼルヴ カベルネ・ソーヴィニヨン　'19

オーストラリア
ヴィクトリア州

￥1,793
［￥1,630］ 赤 カベルネ・ソーヴィニヨン H-3 14.0％ 750㎖ カシス、ブラックチェリーなどの凝縮した香りに、樽由来のバニラ、ナツメグなどの

香りも加わる複雑さがあります。細やかでしっかりと渋みがあります。

143 チェヴィコカンティーネ　デルレ　NV
イタリア
エミリア・ロマーニャ州

￥1,221
［￥1,110］ 白・発泡トレッビアーノ C-3 11.0％ 750㎖ シャンパーニュ並みの泡立ちの強さがあります。シトラス系の香りに、スッキリとし

て爽やかな味わいの辛口スパークリングワインです。

144 チェヴィコカンティーネ デルレ キュヴェ・ブリュット・ロゼ　NV
イタリア
エミリア・ロマーニャ州

￥1,221
［￥1,110］ ロゼ・発泡 サンジョベーゼ C-3 11.0％ 750㎖ シャンパーニュ並みの泡立ちの強さがあります。レッドベリー、ドライフラワーなど

の華やかな香りがします。フレッシュな辛口スパークリングワインです。

145 ボデガス・アル・スピーデラ・サングリア　NV
スペイン
ラ・マンチャ州

￥990
［￥900］ 赤 テンプラニーリョ G-1 7.0％ 750㎖ スペイン有機認証のオーガニック・サングリア。ぶどう本来の甘さに、オレンジ、

レモンの爽やかさ、そしてシナモン由来のスパイス感が感じられます。

146 シャーウッド・エステートストラタム ソーヴィニヨン・ブラン（ハーフボトル）　'20
ニュージーランド
ワイパラ

￥1,265
［￥1,150］ 白 ソーヴィニヨン・ブラン C-3 13.0％ 375㎖ ニュージーランドを代表する品種ソーヴィニヨン・ブランを使用しています。柑橘系の香

りにハーブのニュアンスがあります。透明感のある果実味のスッキリ系辛口ワインです。

147 アミスフィールドアミスフィールド ソーヴィニヨン・ブラン　'18
ニュージーランド
セントラル・オタゴ

￥3,597
［￥3,270］ 白 ソーヴィニヨン・ブラン C-3 14.0％ 750㎖ パッションフルーツなどの熟した黄色いフルーツの香りが特徴的です。スッキリし

ながらも満足感の高い凝縮した果実味が長い余韻を引き立てます。

148 シャーウッド・エステートストラタム リースリング　'19
ニュージーランド
ワイパラ

￥2,156
［￥1,960］ 白 リースリング A-1 11.5％ 750㎖ ぶどう本来の優しくも心地よい酸味を伴った味わいがあります。生ハムなどの前菜

はもちろん、韓国料理、エスニック料理などお食事との相性が幅広いワインです。

149 フイアフイア　ドライ・リースリング　'16
ニュージーランド
マールボロ

￥2,673
［￥2,430］ 白 リースリング C-3 12.0％ 750㎖ 超辛口のリースリングです。レモンやライムを丸かじりしたような酸味が特徴的で

す。豊かなミネラル感にふちどられたワインで繊細な和食との相性も抜群です。

150 フイアフイア　ゲヴュルツトラミネール　'17
ニュージーランド
マールボロ

￥2,673
［￥2,430］ 白 ゲヴュルツトラミネル C-1 14.0％ 750㎖ ライチ、バラ、白い花の香りがします。味わいも特徴的で、甘みを感じながらも、ス

パイスのニュアンスや後味には苦みも感じます。中辛口タイプの白ワインです。

151 アンドリュー・ピースワインメーカーズ・ノート シャルドネ　'20
オーストラリア
ヴィクトリア州

￥1,320
［￥1,200］ 白 シャルドネ D-3 13.0％ 750㎖ 白桃や黄桃、アプリコットに蜂蜜の香りがします。ほのかな樽の香りも感じます。

フルーティで程よいコクがあり、バランスに秀でたワインです。

152 アンドリュー・ピースワインメーカーズ・ノート レゼルヴ シャルドネ　'18
オーストラリア
ヴィクトリア州

￥1,793
［￥1,630］ 白 シャルドネ D-3 13.5％ 750㎖ 熟したフルーツの香りに、贅沢な樽の香りがします。非常に芳醇ですが、味わい

も豊かでリッチな印象です。クリーミーな骨格、長い余韻が楽しめます。

153 アンドリュー・ピースマスターピース スパークリング シラーズ　NV
オーストラリア
ヴィクトリア州

￥1,826
［￥1,660］ 赤・発泡 シラー H-0 13.5％ 750㎖ 味わいは、ジャミーフルーツ、スパイス、マルベリー、スミレのニュアンスに、繊細

な口当たりの泡立ちです。果実の甘さを感じるオフドライな後味が印象的です。

154 シャーウッド・エステートストラタム ピノ・ノワール　'20
ニュージーランド
ワイパラ

￥2,365
［￥2,150］ 赤 ピノ・ノワール F-0 12.5％ 750㎖ 華やかな赤い果実に、バラや紅茶などの香りがより深みを与えています。軽や

かですが、ジューシーな果実味。赤ワインの苦手なお客さまにもオススメです。
ジャイアント・ステップス
ジャイアント・ステップス ヤラ・ヴァレー ピノ・ノワール　'19

オーストラリア
ヤラ・ヴァレー

￥3,905
［￥3,550］ 赤 ピノ・ノワール F-1 13.5％ 750㎖ 「ブルゴーニュの強力なライバル」と評される生産者です。ぶどう本来の味わいを

表現するため、シンプルな醸造をしています。魅惑的な香りに豊潤な果実味です。

156 アンドリュー・ピースワインメーカーズ・ノート カベルネ・ソーヴィニヨン　'19
オーストラリア
ヴィクトリア州

￥1,320
［￥1,200］ 赤 カベルネ・ソーヴィニヨン H-0 14.0％ 750㎖ ブラックベリー系の香りに程よい樽の香りがします。凝縮しながらも重すぎない味わ

いで、滑らかな渋みが感じられます。バランスに秀でた、飲み飽きない赤ワインです。

157 シャトー・メオムシャトー・メオム ボルドー・シューペリュール　'16
フランス
ボルドー

￥2,365
［￥2,150］ 赤 メルロ、カベルネ・ソーヴィ

ニヨン、カベルネ・フラン H-3 14.0％ 750㎖ ボルドー最高峰『シャトー ル・パン』の古樽にて熟成した贅沢な一品です。知
る人ぞ知る、秘蔵ボルドーです。華やかな香りが長く続きます。

158 シャトー・メオムシャトー・メオム レゼルヴ・デュ・シャトー　'16
フランス
ボルドー

￥2,882
［￥2,620］ 赤 メルロ、カベルネ・ソーヴィ

ニヨン、カベルネ・フラン H-3 14.5％ 750㎖ ボルドー最高峰『シャトー ル・パン』の古樽にて熟成した贅沢な一品です。知
る人ぞ知る、秘蔵ボルドーです。華やかな香りが長く続きます。

159 アンドリュー・ピースアンドリュー・ピース　リパッソ・シラーズ　'18
オーストラリア
ヴィクトリア州

￥2,035
［￥1,850］ 赤 シラー H-3 15.0％ 750㎖ ダークチョコレート、エスプレッソと熟したブラックチェリーの香りがします。高級ワ

インアマローネを彷彿とさせる豊潤な味わいに仕上がっています。

160 ドッグ・リッジドッグ・リッジ プレミアム シャーフロント シラーズ　'16
オーストラリア
マクラーレン・ヴェイル

￥2,882
［￥2,620］ 赤 シラー H-3 15.0％ 750㎖ 樹齢65年以上の古樹より造られた、非常に贅沢なワインです。パワフルかつシル

キーな果実味があり、余韻には古樹由来のエキスを感じる味わいが長く続きます。
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（味わいマトリックス）
※赤ワイン

深みがあって豊かな味わい
Ｆ－３Ｆ－１Ｈ－１ H－３

軽口Ｆ－２Ｆ－０Ｈ－０Ｈ－２重口Ｅ－２Ｅ－０Ｇ－０Ｇ－２
Ｅ－３Ｅ－１Ｇ－１Ｇ－３
渋みが少なくフルーティ

※白ワイン
飲み応えのある味わい
Ｂ－３Ｂ－１Ｄ－１Ｄ－３

甘口Ｂ－２Ｂ－０Ｄ－０Ｄ－２辛口Ａ－２Ａ－０Ｃ－０Ｃ－２
Ａ－３Ａ－１Ｃ－１Ｃ－３
すっきりとした味わい

ブース9　（ベリータ）フランスワインラバーズに捧げる一押しワイン特集
はブースのオススメワイン、 はバイヤーのオススメワインです。８階催場試飲オフ会会場出口付近で販売いたします。（売り切れの際はご容赦くださいませ。） はソムリンのオススメワインです。

注文
NO 商品名 地域 特別価格 メモ タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

シャトー・ド・ローキ
ピュイスガン・サン・テミリオン　’09

フランス
ボルドー

￥3,597
［￥3,270］ 赤 シャルドネ G-2 13.0％ 750㎖ 深みのある美しい色合いで、メドックにも匹敵する複雑味のある風味を持ち、完

成度の高い味が楽しめます。
メゾン・アンテック
ブランケット・ド・リムー グラン・レゼルヴ ブリュットNV

フランス
ラングドッグ

￥2,574
［￥2,340］ 白・発泡 モーザック、シュナンブラン C-1 12.5％ 750㎖ スパークリングワインの生産に特化した、６世代続く家族経営ワイナリーです。

１８ヵ月熟成しており、生き生きとして丸みがあり、フルーティさがあります。

163 スルデ・ディオシャンパーニュ・キュヴェ・ド・レゼルヴ  ブリュットNV
フランス
シャンパーニュ

￥5,654
［￥5,140］ 白・発泡 ピノ・ムニエ、ピノ・ノワール、シャルドネ C-1 13.0％ 750㎖ 白桃、バニラの香りがします。ひとたび口に含めばムース状の泡と、骨太な酸を

感じ、そして完熟果肉とバターのような芳醇な旨みが渾然一体となります。

164 ルールマン・ディランジェゲヴェルツトラミネール　グラン・クリュ　フランクスタイン　’18
フランス
アルザス

￥4,114
［￥3,740］ 白 ゲヴェルツトラミネル C-0 13.5％ 750㎖ アロマにはミネラルやハーブ、バラやユリなど花の香りに、夏の晴れた空の下で

漂う芝生や土の香りのような『ほっと落ち着く』癒しのニュアンスが感じられます。

165 ドメーヌ・ポワロン・ダバンミュスカデ  セーブル・エ・メーヌ  シュル・リー　’19
フランス
ロワール

￥2,057
［￥1,870］ 白 ミュスカデ C-2 12.5％ 750㎖ 収穫は畑の区画ごとにされ、アッサンブラージュされます。熟成は特注のガラスで

コーティングされたタンクを用い、独自のシュール・リー法で長期間熟成されます。
ドメーヌ・オルジェルス
グロ・マンサン&ソーヴィニヨン　’19

フランス
南西地方

￥1,540
［￥1,400］ 白 グロ・マンサン、

ソーヴィニヨン・ブラン C-2 12.5％ 750㎖ シトラス、晩柑、パッションフルーツ、ツタ、芝生の香りがします。香りの面ではソーヴィニヨン・ブ
ランの個性がよくあらわれていますが、口に含むとグロ・マンサン由来の厚みが感じられます。

167 ドメーヌ・コルディエブルゴーニュ　ブラン　ジャン・ド・ラ・ヴィーニュ　’18
フランス
ブルゴーニュ

￥3,080
［￥2,800］ 白 シャルドネ D-1 13.0％ 750㎖ 上品でリッチなワインです。非常に高いポテンシャルを持つコストパフォーマンス

に優れたワインです。
ドメーヌ・コルディエ
プイィ・フュイッセ　Ｖ．Ｖ　’19

フランス
ブルゴーニュ

￥5,137
［￥4,670］ 白 シャルドネ D-1 13.0％ 750㎖ 平均樹齢60年を超えるぶどうから造られるヴィエイユ・ヴィーニュ。上品なオーク

の香りとリッチで粘りけを感じさせる上品な凝縮味と秀逸な余韻の長さを誇ります。

169 カーヴ・ピロー・ド・ガリシアンコスティエール・ド・ニーム　プレステージ・ブラン　’19
フランス
コスティエール・ド・ニーム

￥1,540
［￥1,400］ 白 グルナッシュ・ブラン D-1 13.0％ 750㎖ 太陽光線を浴びた超完熟白ぶどうによる『シャトー・ヌフ・デュ・パプ』または『エ

ルミタージュ』のようなテイストがあります。蜂蜜のような黄金色に輝いています。

170 ドメーヌ・パンシオブルゴーニュ　コート・ドール　ピノ・ノワール　’19
フランス
ブルゴーニュ

￥3,080
［￥2,800］ 赤 ピノ・ノワール F-2 13.0％ 750㎖ 赤系果実のチャーミングな香りが広がり、適度なタンニンが心地よいしなやかでエレ

ガントな味わいです。古樹ならではの緻密さと、程よい肉付きも感じられる1本です。

171 ドメーヌ・モン・ロームブルゴーニュ  ピノ・ノワール　’03
フランス
ブルゴーニュ

￥3,080
［￥2,800］ 赤 ピノ・ノワール F-2 13.0％ 750㎖ 2003年のピノ・ノワールが、花、新鮮なキノコ、林床、甘いチェリーとプラムプ 

ディングの印象を。ダシ感のきいた味わいと、オールスパイスの香りです。

172 クリステル・ソーポアシャトー・レ・トゥール・ド・ペイラ ヴェイユ・ヴィーニュ　’17
フランス
ボルドー

￥2,574
［￥2,340］ 赤 メルロ、

カベルネ・ソーヴィニヨン G-2 13.5％ 750㎖ たくさんの赤い実の果実と木を焙煎した香りが見事な質の高さで融合し、燻し
た木の香りを漂わせながら素晴らしくバランスのとれた骨格を表現しています。

173 シャトー・コン・ド・ラ・イエカスティヨン・コート・ド・ボルドー　’09
フランス
ボルドー

￥2,574
［￥2,340］ 赤 メルロ、

カベルネ・ソーヴィニヨン G-2 13.5％ 750㎖ 完熟のフランボワーズ、そして奥からオレンジの香り、ドライフラワー、様々なハー
ブの香りに優しい樽由来のヴァニラ香などが幾重にも重なり香りがほどけます。

174 シャトー・テール・ブランクノエミ・ブライ コート・ド・ボルドー　’12
フランス
ボルドー

￥3,597
［￥3,270］ 赤 メルロ、

カベルネ・ソーヴィニヨン G-2 13.5％ 750㎖ このシャトーはカベルネに力を入れ、しっかりとした酸味やタンニンが骨格を成し、非常に肉厚
でしっかりとした味わいで、豊かな香りとしっかりとした渋みと深みのバランス感を楽しめます。

175 ルールマン・ディランジェピノ・ノワール　ア・フルール・ド・ローズ　’18
フランス
アルザス

￥3,597
［￥3,270］ 赤 ピノ・ノワール F-2 13.0％ 750㎖ グロゼイユ、グリオット、シャンピニョンの香りがします。凝縮した赤い果実の染み入るよう

な優しいコクをカカオのようなほんのりビターなタンニンの収斂味がタイトに引き締めます。

176 シャトー・オーゾルコルビエール
フランス
ラングドッグ

￥2,574
［￥2,340］ 赤 シラー・

グルナッシュルージュ G-3 14.0％ 750㎖ オレンジピール、チョコレート、クローヴ、なめし皮など非常に複雑で豊かな香りが
します。野性味のある力強さを感じます。

177 ジャン・ノエル・ボワドロンシャトー・カロン　モンターニュ・サン・テミリオン　’15
フランス
ボルドー

￥4,114
［￥3,740］ 赤 メルロ、

カベルネ・ソーヴィニヨン G-2 13.5％ 750㎖ 味わいは芳醇でリッチかつ上質でなめらかなタンニンを感じます。香りは複雑で深み
があり、黒い果実とバニラのニュアンスを感じられるポテンシャルの高いワインです。

178 ステファーン＆フランスワズ・ディエフクロ・マヌ　’18
フランス
ボルドー

￥7,700
［￥7,000］ 赤 メルロ、

カベルネ・ソーヴィニヨン G-2 13.5％ 750㎖ 今ではメドック地区生産者のお手本とみなされています。ワイン評価誌『ギッド・ア
シェット誌』に登場したときから、このクロ・マヌは世界を驚かせることになりました。

179 ファミーユG&Gブーヴェサヴォワ　ピノ・ノワール　’19
フランス
サヴォア

￥2,574
［￥2,340］ 赤 ピノ・ノワール F-2 13.0％ 750㎖ 明るいルビーレッドの色合いをしています。レッドベリー、チェリー、ブラックベリー

の香りがあります。繊細でスパイシーなタンニンがあり、バランスが取れています。

180 カーヴ・ピロー・ド・ガリシアンコスティエール・ド・ニーム　プレステージ　ルージュ　’18
フランス
フランス・コスティエール・ド・ニーム

￥1,540
［￥1,400］ 赤 シラー・

グルナッシュルージュ H-3 13.5％ 750㎖ 南ローヌ地方の強い南部の太陽を浴びたぶどうは驚くほどその完熟度を増して
いて、まるでチェリーパイやいちごジャムのような濃縮果汁感があります。
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承り期間：４月２１日（水）　5月９日（日）リストの全商品は『阪神オンラインショッピング』からお申し込みいただけます。

ブース10　（国分）世界の銘醸地より厳選！濃旨ワイン特集
はブースのオススメワイン、 はバイヤーのオススメワインです。８階催場試飲オフ会会場出口付近で販売いたします。（売り切れの際はご容赦くださいませ。）

注文
NO 商品名 地域 特別価格 メモ タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

リコッサ
バルベーラ・アパッシメント　’16

イタリア
ピエモンテ州

￥1,969
［￥1,790］ 赤 バルベーラ G-3 13.5％ 750㎖ 「2018ベルリンワイントロフィー金賞」ぶどうを陰干しして造られたアパッシメント

製法を用い、複雑で丸みをおびたやわらかなフィニッシュです。
パスクア
オーガニック　ネーロ・ダヴォラ・シラーズ　シチリア

イタリア
シチリア

￥1,298
［￥1,180］ 赤 ネーロ・ダヴォラ、 

シラーズ H-0 13.0％ 750㎖ ブラックベリー、プラムのアロマが印象的で、ほのかにスパイスのニュアンスも感じられま
す。ソフトなタンニンと力強い骨格のあるイタリア有機認証のオーガニックワインです。

183 ＫＷＶラボリー　シラーズ
南アフリカ共和国
西ケープ

￥1,573
［￥1,430］ 赤 シラーズ G-2 14.0％ 750㎖ 10～12ヵ月間、フレンチオーク樽、アメリカンオーク樽で熟成しブレンドしていま

す。まろやかな口あたりとシルキーなタンニンが優雅な印象を与えてくれます。

184 ＫＷＶカフェ・カルチャー
南アフリカ共和国
西ケープ

￥1,485
［￥1,350］ 赤 ピノタージュ G-0 14.0％ 750㎖ 特殊製法による華やかなコーヒーの香りと味わいが特徴です。ピノタージュ由来の

ブラックベリーやカシスのアロマと共に、モカやカカオの芳しい香りが感じられます。

185 KWVクラシック・コレクション　シャルドネ '19
南アフリカ共和国
西ケープ

￥1,254
［￥1,140］ 白 シャルドネ D-1 13.5％ 750㎖ 淡い黄金色、トロピカルフルーツを想わせる豊かな香りが際だち、ふくよかな口あ

たりが印象的でボリューム感のある味わいとなっています。

186 ＫＷＶカセドラル・セラー　シャルドネ　’19
南アフリカ共和国
西ケープ

￥2,145
［￥1,950］ 白 シャルドネ D-2 13.5％ 750㎖ ライムやシトラスをはじめとしたフルーツと、かすかなトーストやカシューナッツの香り

があり、果実の爽やかさと控えめなオークのみずみずしいフィニッシュのワインです。

187 ＫＷＶラボリー スパークリング・ブリュット
南アフリカ共和国
西ケープ

￥2,486
［￥2,260］ 白・発泡 シャルドネ、ピノ・ノワール C-2 12.0％ 750㎖ 瓶内二次発酵を24ヵ月施した本格スパークリングワインです。しっかりとしたキ

レがあるので、食前酒のみならず食中酒としても楽しむことが出来ます。

１８８ ロシュマゼテロワール・ド・ロシュ・マゼ　コルビエール
フランス
ラングドッグ

￥1,628
［￥1,480］ 赤 シラー、カリニャン H-2 13.5％ 750㎖ テロワール（土地の個性）に着目したロシュ・マゼのプレミアムレンジです。厚み

のあるリッチな味わいの赤ワインです。

189 シャトージゴー　’15
フランス
ボルドー

￥2,244
［￥2,040］ 赤 メルロ H-2 13.5％ 750㎖ 優しい果実味を最大限に発揮させるためにあえてステンレスタンクにて熟成させ、焦がした

樽材を浸漬することでタンニンをまろやかにし酸や果実味とうまくバランスをとっています。

190 フライシャーゲヴュルツトラミネール　’18
フランス
アルザス

￥2,376
［￥2,160］ 白 ゲヴュルツトラミネル D-1 13.5％ 750㎖ ゲヴュルツらしいライチの香りが非常に印象的で、バラの花の香りやほのかにスパイシー

さも感じられます。口当たりは滑らかで、果実味豊かな凝縮感のある味わいが特徴です。

191 リコッサバルバレスコ　’17
イタリア
ピエモンテ州

￥3,036
［￥2,760］ 赤 ネッビオーロ H-2 14.0％ 750㎖ 『イタリアワインの女王』と称されるバルバレスコ。カシスなどの熟した赤い果実

のアロマと熟成に由来する複雑な味わいが感じられます。

192 チェッキヴェルナッチャ・ディ・サンジミニャーノ　'19 
イタリア
トスカーナ州

￥1,892
［￥1,720］ 白 ヴェルナッチャ・ディ・

サンジミニャーノ主体 C-3 12.5％ 750㎖ 優雅な香りに引き締まった酸をともなったクリーンな味わいがします。

193 アポシックレッド
アメリカ
カリフォルニア

￥2,035
［￥1,850］ 赤 ジンファンデル主体 H-0 13.5％ 750㎖ シルキーなタンニンとほのかなスパイスのアロマが感じられます。複雑で豊かな香りに

溢れ、しっかりとしたコクがあり、フィニッシュにはバニラやモカのアロマが印象的です。

194 ガストン・シャルパンティエボルドーグランド・レゼルヴ　'19
フランス
ボルドー

￥1,738
［￥1,580］ 白 ソーヴィニヨン・ブラン D-3 12.5％ 750㎖ シュール・リー製法による奥行きのある味わいです。1881年からの歴史を誇る老

舗メゾンがソーヴィニヨン・ブランの魅力を最大限に引き出した珠玉の1本です。

195 ペマルティンモスカテル
スペイン
へレス

￥2,882
［￥2,620］ その他 モスカテル B-2 20.0％ 750㎖ 良質のマスカットを原料とするシェリーは珍しく、マディラに似た甘口に仕上がっ

ています。料理の味を引き立てる素材としてもオススメの1本です。

196 ブリーホワイト　リースリング ドイツ ￥1,452
［￥1,320］ 白 リースリング、ミュラー・

トゥルガウ、ケルナー B-0 10.5％ 750㎖ レモンやりんご、トロピカルフルーツといった豊かな果実の香りが特徴です。ほの
かな甘みとスッキリとした酸が見事に調和した、エレガントな味わいです。

197 ブリーロゼ　ピノノワール ドイツ ￥1,452
［￥1,320］ ロゼ ピノ・ノワール主体 D-1 10.5％ 750㎖ 爽快でフルーティな味わいで柔らかい酸味と心地よいフィニッシュが特徴。この“BREE”

を代表する一品で女性が女性のために造ったワインを体現する基幹商品です。

198 ディアマンデスマルベック　’14
アルゼンチン
メンドーサ

￥3,652
［￥3,320］ 赤 マルベック H-2 14.5％ 750㎖ 果実味の凝縮感とボリュームに溢れたマルベックの特徴を良く引き出したワインです。

ブラックベリーやカシス、チョコレート、コショウと共にスモーキーな香りが魅力です。

199 リンデマンズビン45　カベルネ・ソーヴィニヨン
オーストラリア
サウス・イースタン・オーストラリア

￥1,221
［￥1,110］ 赤 カベルネ・ソーヴィニヨン主体 G-0 14.0％ 750㎖ ルビーがかった深紅色。濃縮されたフルーツケーキと濃厚な赤いベリー系のア

ロマが特徴で、柔らかなタンニンのストラクチャーに支えられたワインです。

200 ローズマウントブレンド　トラミネール・リースリング　’19
オーストラリア
サウス・イースタン・オーストラリア

￥1,254
［￥1,140］ 白 トラミネール、

リースリング、シャルドネ A-1 10.0％ 750㎖ 白いバラ、ライムの華やかなアロマが特徴で、口に含むとジューシーで上品な甘
さを感じられます。
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DG◎ …ダブルゴールド
　　　　“ダイヤモンドトロフィー”
DG ……ダブルゴールド
G ………ゴールド
S ………シルバー

（味わいマトリックス）
※赤ワイン

深みがあって豊かな味わい
Ｆ－３Ｆ－１Ｈ－１ H－３

軽口Ｆ－２Ｆ－０Ｈ－０Ｈ－２重口Ｅ－２Ｅ－０Ｇ－０Ｇ－２
Ｅ－３Ｅ－１Ｇ－１Ｇ－３
渋みが少なくフルーティ

※白ワイン
飲み応えのある味わい
Ｂ－３Ｂ－１Ｄ－１Ｄ－３

甘口Ｂ－２Ｂ－０Ｄ－０Ｄ－２辛口Ａ－２Ａ－０Ｃ－０Ｃ－２
Ａ－３Ａ－１Ｃ－１Ｃ－３
すっきりとした味わい

DG◎ …ダブルゴールド
　　　　“ダイヤモンドトロフィー”
DG ……ダブルゴールド
G ………ゴールド
S ………シルバー

SAKURA受賞

ブース11　（三国ワイン）ソムリエ厳選スペイン・イタリア・フランス銘醸地ワイン特集
はブースのオススメワイン、 はバイヤーのオススメワインです。８階催場試飲オフ会会場出口付近で販売いたします。（売り切れの際はご容赦くださいませ。） はソムリンのオススメワインです。

注文
NO 商品名 地域 特別価格 メモ タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

ポール・ジャブレ・エネ
シラー　’18

フランス
南フランス

￥1,441
［￥1,310］ 赤 シラー H-0 13.0％ 750㎖ カシス、リコリス、ハーブの豊かな香りがします。フレッシュな果実味とまろやかなタン

ニンが特徴で、幅広い料理とのマリアージュが楽しめるエレガントなスタイルです。
クネ
モノポール　’19

スペイン
リオハ・アルタ

￥1,441
［￥1,310］ 白 ビウラ C-3 13.0％ 750㎖ 1915年から生産しているスペインで最も歴史のある白ワインのブランドです。青りんごや

柑橘系の爽やかな香りにあふれ、豊かな酸とミネラル感、心地よい果実味が感じられます。
2021年
Ｇ 203 ヴーヴ・アンバルヴーヴ・ド・シャレンヌ　ブリュット　グラン・レゼルヴ　NV フランス

￥1,221
［￥1,110］ 白・発泡 アイレン C-3 11.5％ 750㎖ 白桃や杏などの華やかなアロマがあります。繊細な泡立ちとともに、フレッシュで

軽やかな柑橘系果実や白桃のニュアンスがバランスよく広がります。

204 ナターレ・ヴェルガモスカート スプマンテ　NV
イタリア
ヴェネト州

￥1,243
［￥1,130］ 白・発泡 モスカート・ビアンコ A-2 6.0％ 750㎖ モスカート種100％で造られる爽やかな甘みのイタリア産スパークリングです。泡立

ちはクリーミーで、口当たりが良く、適度な酸があり、お食事にも合わせやすいです。

205 ロジャーグラートカバ グラン・レセルバ ジョセップ・ヴァイス　’14
スペイン
ペネデス

￥2,871
［￥2,610］ 白・発泡 シャルドネ、チャレッロ、

マカベオ、パレリャーダ C-2 12.0％ 750㎖ 地下セラーにて48ヵ月以上熟成された貴重なカバです。きめ細やかな泡立ちで、爽や
かさの中にも奥深さを感じる味わいで、シルクのようになめらかな口当たりです。

206 クネアラーノ オーガニック ビウラ　’19 スペイン
￥1,144
［￥1,040］ 白 ビウラ C-3 12.5％ 750㎖ 心地良い酸味と、上質なミネラル感のある味わいです。香り豊かなビウラの特性を存分に

引き出した、新鮮な柑橘系や白桃を思わせるフレッシュ＆ドライで爽やかな仕上がりです。

207 ゾーニンクラシチ シャルドネ フリウリ DOC　’19
イタリア
フリウリ-ヴェネツィア・ジューリア州

￥1,342
［￥1,220］ 白 シャルドネ C-3 13.0％ 750㎖ 果実本来のほのかな甘みとしっかりとした酸味のハーモニーを楽しめます。フリウリの

冷涼な気候で育ったシャルドネでバランスの良さが際立つエレガントなワインです。

208 ゾーニンルガーナ DOC　’19
イタリア
ヴェネト州

￥2,046
［￥1,860］ 白 トレッビアーノ・

ディ・ルガーナ C-2 12.5％ 750㎖ ヴェネト土着品種を用いた辛口白ワインです。シュール・リーを3ヵ月以上行うの
で、飲み口は爽やかで、しっかりとした酸味と骨格のあるミネラルが特徴的です。

2021年
S 209 ビルヘン・デル・ガリアパゴス・デル・ガリア ゴデーリョ　’19

スペイン
バルデオラス

￥2,563
［￥2,330］ 白 ゴデーリョ C-2 13.5％ 750㎖ ガリシア原産の高級品種ゴデーリョのなめらかな白ワインです。青りんごやライムなどのフ

レッシュな味わいに、5ヵ月間のシュール・リーによる複雑さ、長い余韻が印象的です。

210 ポール・ジャブレ・エネクローズ・エルミタージュ レ・ジャレ ブラン 　’19
フランス
北部ローヌ

￥3,476
［￥3,160］ 白 マルサンヌ C-2 14.5％ 750㎖ 黄色い果実やシトラス、白い花の香りがします。リッチで厚みのある味わいで、ア

ーモンドのような香ばしい後味が心地よく感じられます。

211 メゾン・ジョゼフ・ドルーアンサン・ロマン　’17
フランス
ブルゴーニュ　コート・ド・ボーヌ

￥4,290
［￥3,900］ 白 シャルドネ C-3 13.0％ 750㎖ 白い花、熟したプラム、はちみつのアロマがあります。ドルーアンの個性を尊重したワイ

ン造りにより、このワインの特徴である豊かなミネラル感が存分に表現されています。

212 クネアラーノ オーガニック テンプラニーリョ　’16 スペイン
￥1,144
［￥1,040］ 赤 テンプラニーリョ H-0 13.0％ 750㎖ 厳選されたスペインオーガニック認証のぶどうを使用しています。爽やかな酸味

を伴った果実味とジューシーで柔らかいタンニンが心地よい味わいです。
2021年
Ｇ 213 ゾーニンクラシチ モンテプルチアーノ・ダブルッツォ DOC　’19

イタリア
アブルッツォ州

￥1,342
［￥1,220］ 赤 モンテプルチァーノ H-0 13.0％ 750㎖ 手摘みで収穫したぶどうを厳選しています。ベリー系果実のジューシーさにスパイ

スやモカなどの風味があり、心地良い余韻が続きます。
2021年
S 214 クネビーニャ・レアル　クリアンサ　’17

スペイン
リオハ・アラベサ

￥2,266
［￥2,060］ 赤 テンプラニーリョ、ガルナッ

チャ、グラシアーノ、マスエロ H-3 13.5％ 750㎖ フレンチとアメリカンオーク樽で14ヵ月、瓶で10ヵ月熟成しています。なめらかな口
当たりときめ細かいタンニンが、奥深く気品あふれるスタイルを表現しています。

2021年
Ｇ 215 クネベラ　ロブレ　’18

スペイン
リベラ・デル・ドゥエロ

￥2,464
［￥2,240］ 赤 ティンタ・デル・パイス H-3 14.0％ 750㎖ “べラ”はスペイン語で「美しい（女性）」という意味です。完熟した果実とオーク由来の甘い

スパイスの香りがします。良く熟れて旨みを伴ったタンニンと果実味が存在感たっぷりです。

216 マッセリア・ボルゴ・デイ・トゥルッリサラチェーナ プリミティーヴォ・サレント ’17
イタリア
プーリア州・サレント地方

￥2,563
［￥2,330］ 赤 プリミティーヴォ H-3 15.0％ 750㎖ ドライフルーツ、エキゾチックなスパイス、白胡椒にチョコレートの香り。丸みのある口当たりとボ

リューム感に、柔らかでエレガントなタンニンとバニラ、プルーン、コーヒーを思わせる味わい。
2021年
S

ドメーヌ・アラン・ブリュモン
シャトー・ブースカッセ　’16

フランス
南西地方

￥2,926
［￥2,660］ 赤 タナ、カベルネ・フラン、

カベルネ・ソーヴィニヨン H-3 13.5％ 750㎖ 伝統品種タナの濃厚でエレガントなスタイルです。ジューシーな凝縮感のあるブラッ
クベリー、いちごジャムやプラム、さらにタナ特有の心地よいタンニンが感じられます。

2021年
S 218 メゾン・ジョゼフ・ドルーアンリュリー ルージュ　’18

フランス／ブルゴーニュ
コート・シャロネーズ地区　リュリー村

￥3,476
［￥3,160］ 赤 ピノ・ノワール G-2 12.5％ 750㎖ ビオディナミ農法の自社畑ぶどうを一部使用しています。フレッシュでベルベット

のようなテクスチャーとエレガントなタンニンが感じられます。

219 ドメーヌ・アラン・ブリュモンシャトー・モンテュス　’15
フランス
南西地方

￥4,180
［￥3,800］ 赤 タナ、

カベルネ・ソーヴィニヨン H-3 13.5％ 750㎖ 非常に濃厚で力に満ち、まろやかで滑らかな味わいです。ブラックベリーやプラムのよ
うな凝縮感にスパイスの香りがします。緻密で芳醇なタンニンが上品なワインです。

クネ
インペリアル レセルバ　’15

スペイン
リオハ・アルタ

￥6,072
［￥5,520］ 赤 テンプラニーリョ、

グラシアーノ、マスエロ H-3 14.0％ 750㎖ 1920年代に造られて以来、現地スペインでも愛され続けるクラシックリオハ。力強く凝
縮した果実の甘みと酸味がバランスよく絡み合い、エレガントな余韻が感じられます。
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承り期間：４月２１日（水）　5月９日（日）リストの全商品は『阪神オンラインショッピング』からお申し込みいただけます。

ブース12　（モトックス）写真で映える！色にラベルにかわいいおすすめワイン特集
はブースのオススメワイン、 はバイヤーのオススメワインです。８階催場試飲オフ会会場出口付近で販売いたします。（売り切れの際はご容赦くださいませ。）

注文
NO 商品名 地域 特別価格 メモ タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

ラ・シャブリジェンヌ
シャブリ　ラ・ピエレレ　’１８

フランス
ブルゴーニュ

￥2,420
［￥2,200］ 白 シャルドネ D-0 12.5％ 750㎖ シャブリの中でも大規模な生産量を誇りながら品質的にもトップクラスと目される生産

者です。りんごや洋ナシのアロマが香り立ち、口の中で見事な質感を感じられます。
サンテロ
ラヴ・ユー　エクストラ・ドライ NV

イタリア
ピエモンテ

￥1,056
［￥960］ 白・発泡 グレーラ、シャルドネ、

ピノ・ノワール C-0 11.5％ 750㎖ マスカットの様な華やかな香りと優しく広がる甘さのある果実味は親しみやすい味わ
いです。愛情とぬくもりのあるテイストのこのワインをぜひ大切な人とお楽しみください！

223 エルヴェ・ケルランラ・ヴァーグ・ブルー　スパークリング NV
フランス
プロヴァンス

￥1,848
［￥1,680］ その他・発泡 ソーヴィニヨン・ブラン C-0 10.0％ 750㎖ 透明感のあるラグーン・ブルー。ボリュームのある果実味にグレープフルーツの

苦味、バランスの良い酸が加わる、飲み応えがありながらも爽やかな味わいです。

224 ピエロ・マンチーニヴェルメンティーノ・ディ・ガッルーラ　スプマンテ　ブリュット NV
イタリア
サルデーニャ

￥1,760
［￥1,600］ 白・発泡 ヴェルメンティーノ D-0 11.5％ 750㎖ ヴェルメンティーノ種で造られる珍しいスパークリングワインです。ミネラル感、レモン

のようなさわやかさを感じます。酸がしっかりしておりシーフードとの相性が良いです。

225 メディチ・エルメーテボッチオーロ　ランブルスコ・グラスパロッサ　’１9
イタリア
エミリア・ロマーニャ

￥1,320
［￥1,200］ 赤・微発泡 ランブルスコ・ グラスパロッサ E-0 7.5％ 750㎖ カシス、ブルーベリーのフレッシュジュースのようなフルーティなアロマがあります。果実

の甘さを酸味が引き締め、泡立ちが穏やかで程よい強さの、甘口の微発泡ワインです。

226 クロスター醸造所アマリエ　モーゼル　リースリング　’１８
ドイツ
モーゼル

￥1,188
［￥1,080］ 白 リースリング C-2 9.5％ 500㎖ ハートのモチーフが可愛らしいモーゼル産のリースリングで造られた甘口白ワイ

ンです。穏やかな酸味と甘みがバランスよく口の中で広がります。

227 テヌータ・サンアントニオサンアントニオ　ソアーヴェ　フォンタナ　’１９
イタリア
ヴェネト

￥1,276
［￥1,160］ 白 ガルガネーガ、トレッビアーノ・

ディ・ソアーヴェ、シャルドネ D-0 12.5％ 750㎖ パイナップル、グレープフルーツのような甘酸っぱい印象がします。清涼感のあるフレー
バーに、適度なボリューム感があり、綺麗な酸が口の中をリフレッシュしてくれます。

228 ボートシェッド・ベイボートシェッド・ベイ　マールボロ　ソーヴィニヨン・ブラン　’20
ニュージーランド
サウス・アイランド

￥1,320
［￥1,200］ 白 ソーヴィニヨン・ブラン D-0 12.5％ 750㎖ 鮮度の良いグレープフルーツや八朔、白い花、若芝のアロマを持ち、軽快な酸が

魅力。クランチーで爽快な口当たりは喉を潤し、心地よい後味が長く残ります。

229 ヴァイングート・ドクター・ローゼンヴィッラ・ローゼン モーゼル リースリング　’１８
ドイツ
モーゼル

￥1,496
［￥1,360］ 白 リースリング C-0 8.5％ 750㎖ 世界でも高いレベルのリースリングを世に送り出す“リースリングの伝道師”エルンス

ト・ローゼン氏のワインです。きれのよい酸味と程よい甘味が抜群のバランスです。

230 アイアンストーン・ヴィンヤーズアイアンストーン　オブセッション　シンフォニー　’１８
アメリカ
カリフォルニア

￥1,100
［￥1,000］ 白 シンフォニー、オレンジ・

マスカット、ヴィオニエ C-0 12.0％ 750㎖ シンフォニーはマスカット種とグルナッシュ・グリ種の交配によって生まれたアメリカ原産
品種です。華やかなマスカットや白桃の香りにピリッとスパイシーな風味が特徴です。

231 キンタス・デ・カイズエンコスタス・デ・カイズ　アルヴァリーニョ　’１９
ポルトガル
ミーニョ

￥1,408
［￥1,280］ 白・微発泡 アルヴァリーニョ D-0 12.0％ 750㎖ ポルトガル北部ミーニョ地方のアルヴァリーニョ。ナシや青りんごのような愛らしい香り、爽

やかでミネラル感に溢れ、ごくわずかな微発泡感を伴いつつ心地よく口中に流れてきます。

232 フェウド・アランチョフェウド・アランチョ　ロザート　’20
イタリア
シチーリア

￥1,056
［￥960］ ロゼ ネロ・ダーヴォラ D-0 12.0％ 750㎖ ラズベリー、ブラックベリー、赤い花などの香りがします。フレッシュでスムーズな口

当たりはとても親しみやすく、チャーミングなベリー系の果実味が一番の魅力です。

233 アルティーガ・フステルサルサ・クラブ　サングリア スペイン ￥880
［￥800］ その他 赤ワイン、濃縮還元ぶどう果汁、

天然香料(オレンジ、レモン) A-0 7.0％ 750㎖ スペインを象徴するサングリアを、ワインのプロが風味の豊かさにこだわって造りま
した。キリッと冷やして、氷やオレンジやレモンのスライスを添えてお楽しみください。

234 クロスター醸造所クロスター　ピノ・ノワール　ファルツ　’１９
ドイツ
ファルツ

￥1,100
［￥1,000］ 赤 ピノ・ノワール H-0 13.0％ 750㎖ フレッシュでチャーミングなキイチゴのアロマとミネラル香がします。柔らかな口当たりで、程

よいオークのニュアンスのあるバランスが絶妙なドイツ・ファルツ産ピノ・ノワールです。

235 クロスター醸造所アマリエ　ナーエ　ドルンフェルダー　’１８
ドイツ
ナーエ

￥1,188
［￥1,080］ 赤 ドルンフェルダー E-0 9.5％ 500㎖ ハートのモチーフが可愛らしいドイツのドルンフェルダー種で造られた甘口の赤ワイ

ンです。程よい酸味とバランスが取れた甘味、芳醇な果実味をお楽しみください。

236 アジィエンダ・アグリコーラ・コンティ・ゼッカ
ドンナ・マルツィア　メルロー　オーク樽熟成　’１８

イタリア
プーリア

￥1,320
［￥1,200］ 赤 メルロ、

カベルネ・ソーヴィニヨン H-1 13.5％ 750㎖ ルビーレッド、熟れた赤果実の香りが華やかに広がります。果実味とオーク樽の香りが
心地よく、スパイスの香りも感じられます。飲み口が柔らかくエレガントな赤ワインです。

237 サンテロディーレ　バルベーラ　’１８
イタリア
ピエモンテ

￥1,584
［￥1,440］ 赤 バルベーラ H-1 13.5％ 750㎖ 厳選したバルベーラ種のみから造られた赤ワインをオーク樽で熟成しています。

深みのある豊かな香りと熟した果実を想わせる芳醇な味わいが魅力的です。

238 アジィエンダ・アグラリア・ジュスティ・ピエルジョヴァンニ
ラクリマ　’１９

イタリア
マルケ

￥2,288
［￥2,080］ 赤 ラクリマ・ディ・

モッロ・ダルバ H-1 13.0％ 750㎖ 完熟した果実、ローズのような甘く魅力的なアロマが豊かで、シルキーなタンニンとふくよ
かな果実味があります。複雑で凝縮した味わいですが、フィネスを兼ね備えたワインです。

239 カンティーナ・ディオメーデカナーチェ　’１７
イタリア
プーリア

￥2,376
［￥2,160］ 赤 ネーロ・ディ・トロイア、

アリアニコ H-2 13.5％ 750㎖ 非常に濃厚で独特の果実風味が広がります。タンニンはまろやかながら存在感があり、完
熟した赤果実、コーヒーやチョコレートのニュアンスが豊かに楽しめます。

240 カンティーネ・サン・シルヴェストロバルバレスコ　マーニョ　’１７
イタリア
ピエモンテ

￥2,464
［￥2,240］ 赤 ネッビオーロ H-2 14.0％ 750㎖ 熟したいちごの甘い香りやミネラル、ホワイトペッパーのアクセントが感じられま

す。タンニンがしっかりとあり、ワイン全体を引き締めます。
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DG◎ …ダブルゴールド
　　　　“ダイヤモンドトロフィー”
DG ……ダブルゴールド
G ………ゴールド
S ………シルバー

（味わいマトリックス）
※赤ワイン

深みがあって豊かな味わい
Ｆ－３Ｆ－１Ｈ－１ H－３

軽口Ｆ－２Ｆ－０Ｈ－０Ｈ－２重口Ｅ－２Ｅ－０Ｇ－０Ｇ－２
Ｅ－３Ｅ－１Ｇ－１Ｇ－３
渋みが少なくフルーティ

※白ワイン
飲み応えのある味わい
Ｂ－３Ｂ－１Ｄ－１Ｄ－３

甘口Ｂ－２Ｂ－０Ｄ－０Ｄ－２辛口Ａ－２Ａ－０Ｃ－０Ｃ－２
Ａ－３Ａ－１Ｃ－１Ｃ－３
すっきりとした味わい

DG◎ …ダブルゴールド
　　　　“ダイヤモンドトロフィー”
DG ……ダブルゴールド
G ………ゴールド
S ………シルバー

SAKURA受賞

ブース13　（モトックス）迷ったらコレ！ソムリエ厳選おすすめワイン特集
はブースのオススメワイン、 はバイヤーのオススメワインです。８階催場試飲オフ会会場出口付近で販売いたします。（売り切れの際はご容赦くださいませ。） はソムリンのオススメワインです。

注文
NO 商品名 地域 特別価格 メモ タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

2021年
Ｇ

アジィエンダ・アグリコーラ・コンティ・ゼッカ
ドンナ・マルツィア　プリミティーヴォ　オーク樽熟成　’１８

イタリア
プーリア

￥1,320
［￥1,200］ 赤 プリミティーヴォ、

ネグロアマーロ H-2 14.0％ 750㎖ 完熟した黒果実、プルーンの香りにカカオやバニラの香りが広がります。滑らかなタンニン
と熟した果実の甘いニュアンスが余韻に感じられ、柔らかな果実味が心地よく広がります。

サンテロ
サンテロ　ブラック　ブリュット　NV

イタリア
ピエモンテ

￥836
［￥760］ 白・発泡 グレーラ、シャルドネ、

ピノ・ビアンコ C-2 11.5％ 750㎖ 泡立ちは力強く、花のようなアロマに新鮮なフルーツの香りがします。そしてその
スタイリッシュな佇まいが人気の本格的なスプマンテです。

243 コンパニーア・ダス・キンタスボルリード　ブリュット　NV
ポルトガル
ベイラ・アトランティコ

￥1,144
［￥1,040］ 白・発泡 ロウレイロ、アリント、

フェルナン・ピレス、アヴェッソ D-2 12.0％ 750㎖ ポルトガルの瓶内二次醗酵のスパークリングワインです。フレッシュな柑橘類の香りでト
ロピカル・フルーツのようなニュアンスも。フレッシュでフルーティな心地よいワインです。

244 キリ・ヤーニキリ・ヤーニ　キュヴェ・スペシャル　ブリュット　スパークリング　NV
ギリシャ
ノーザン・グリース

￥1,848
［￥1,680］ 白・発泡 クシノマヴロ、シャルドネ、モスカート C-0 12.0％ 750㎖ ギリシャ北部の冷涼な産地で収穫したクシノマヴロと国際品種をブレンド。爽やかな

柑橘果実のアロマと引き締まった酸。塩味を感じる長い余韻を持つ本格派です。
2021年
DＧ◎ 245 カザ・レウヴァスアトランティコ　レゼルヴァ　白　’１８

ポルトガル
アレンテージョ

￥1,144
［￥1,040］ 白 アンタオン・ヴァス、 

ヴェルデーリョ、ヴィオニエ D-0 13.0％ 750㎖ 大西洋の冷涼な風が吹き抜ける二つの区画から収穫したぶどうをブレンド。ふく
よかな果実味とほどよい樽感。鶏肉や魚介類の料理にとてもよく合います。

246 サンテロヴィッラ・ヨランダ　モスカート・ダスティ　’１９
イタリア
ピエモンテ

￥1,100
［￥1,000］ 白・微発泡 モスカート・ビアンコ A-0 5.5％ 750㎖ 北イタリアの爽やかな口当たりが魅力的な微発泡性の甘口ワインです。マス 

カット種特有のフルーティでアロマティックな風味が口いっぱいに広がります。
2021年
Ｇ

ボートシェッド・ベイ
ボートシェッド・ベイ　マールボロ　ピノ・グリ　’２０

ニュージーランド
サウス・アイランド

￥1,320
［￥1,200］ 白 ピノ・グリ D-0 13.0％ 750㎖ 洋ナシや熟した種子果実のアロマ、白い花の蜜、白胡椒のようなほのかなスパイ

ス香を持ちます。りんごの蜜や蜂蜜を思わせ、ジューシーかつ酸高いワインです。

248 サン・マルツァーノタロ　フィアーノ　’１９
イタリア
プーリア

￥1,408
［￥1,280］ 白 フィアーノ D-0 12.5％ 750㎖ 洋ナシやりんごタルトといった爽やかさの中に香ばしさのあるアロマがあります。心地

よく伸びる果実味と潮風を想わせる程良いミネラル感が素晴らしい白ワインです。

249 テ・カイランガＴＫ　ソーヴィニヨン・ブラン　’２０
ニュージーランド
ノース・アイランド

￥1,540
［￥1,400］ 白 ソーヴィニヨン・ブラン D-0 12.5％ 750㎖ 青りんごやメロン、柑橘香が開き、魅惑的なシダのハーバルなノートと樽由来の要素があ

ります。鮮度の高い引き締まった酸を持つ、ミディアムボディで長い余韻のワインです。

250 ヴィル・ブドゥレアスカプレミアム　タマイオアサ・ロマネアスカ　’１９
ルーマニア
ムンテニア

￥1,540
［￥1,400］ 白 タマイオアサ・ 

ロマネアスカ D-0 13.5％ 750㎖ ジャスミンやエルダーフラワーの香りに、蜂蜜のヒントがあります。爽やかな酸と、
フレッシュなライムを感じる果実味のバランスが良く、透明感のある味わいです。

251 ドメーヌ・アラン・ジョフロワシャブリ　キュヴェ・ヴィエイユ・ヴィーニュ　オーク樽熟成　’１９
フランス
ブルゴーニュ

￥2,376
［￥2,160］ 白 シャルドネ D-1 12.5％ 750㎖ シャブリの優秀な生産者として名高い「アラン・ジョフロワ」。樹齢45年以上の

古木から採れたぶどうだけを使ったこのワインは程よい力強さと繊細さ。

252 ドメーヌ・ミッシェル・トマサンセール　白　’１９
フランス
ロワール

￥2,508
［￥2,280］ 白 ソーヴィニヨン・ブラン D-0 13.5％ 750㎖ 自然を大切にした栽培とワイン造りを行う家族経営の生産者です。キウイや柑橘系果実

の爽快でフレッシュ感溢れる香りが心地よく、キリっとした酸が全体を引き締めています。
2021年
Ｇ 253 カザ・レウヴァスアトランティコ　レゼルヴァ　赤　’１8

ポルトガル
アレンテージョ

￥1,144
［￥1,040］ 赤 アリカンテ・ブーシェ、アラゴネス、カベル

ネ・ソーヴィニヨン、トウリガ・ナシオナル H-1 14.0％ 750㎖ 完熟したフレッシュな果実、そしてスパイスやバニラ、モカといった複雑なアロマ
があります。丸く、凝縮した果実味はバランスがよく、リッチな味わいです。

254 アルティーガ・フステルエルミータ・デ・サン・ロレンソ　グラン・レセルバ　’１４
スペイン
アラゴン

￥1,188
［￥1,080］ 赤 ガルナッチャ、

カベルネ・ソーヴィニヨン H-0 14.0％ 750㎖ いきいきとした果実味が魅力のスペインの古酒です。古木のガルナッチャをブレ
ンドすることにより、古酒ながら明るい果実味が楽しめます。

255 カンティーナ・ディオメーデアリアニコ・デル・ヴルトゥレ　’１８
イタリア
バジリカータ

￥1,320
［￥1,200］ 赤 アリアニコ H-2 13.5％ 750㎖ ぶどうの凝縮感が高く、完熟したプルーンの香りやブラックベリーなどの果実の香りに、たばこの

葉やハーブのニュアンスがします。果実味にタンニンが綺麗に溶け込んでおり飲みやすいです。

256 カーサ・ヴィニコラ・ニコレッロランゲ　ネッビオーロ　’０６
イタリア
ピエモンテ

￥1,716
［￥1,560］ 赤 ネッビオーロ H-0 13.0％ 750㎖ 飲みごろネッビオーロです。いちごやアセロラの果実香、ハーブや珈琲、トリュフ、ホワイト

ペッパーのアクセントが。滑らかな舌触りでまとまりのある果実味が心地よいです。

257 ヴィル・ブドゥレアスカヴァイン・イン・フレイム　ピノ・ノワール　’１８
ルーマニア
ムンテニア

￥1,320
［￥1,200］ 赤 ピノ・ノワール H-0 14.0％ 750㎖ 香りはラズベリーやチェリー、黒コショウにバニラのニュアンスがあります。酸は

心地よく、ブラックチェリーの果実味にまろやかなタンニンが感じられます。

258 ドメーヌ・ポール・マスラ・フォルジュ　シングル・ヴィンヤード　カベルネ　’１８
フランス
ラングドック＆ルーシヨン

￥1,760
［￥1,600］ 赤 カベルネ・ソーヴィニヨン H-1 13.5％ 750㎖ ラ・フォルジュ・エステイトの畑の中でも最上の区画から造られるワインです。

重厚な果実味と深い芳醇な味わいの満足感の高い1本です。

259 シックス・エイト・ナイン　セラーズシックス・エイト・ナイン　ナパ・ヴァレー　レッド　’１８
アメリカ
カリフォルニア

￥2,992
［￥2,720］ 赤 ジンファンデル、カベルネ・ソーヴィニ

ヨン、メルロ、シラー、プティット・シラー H-3 13.5％ 750㎖ 赤系果実が広がり、ブラックチェリーやワイルドベリー、リコリスなども層を成します。
ソフトで甘いタンニンとスモークしたスパイス香を持つフィニッシュが特徴です。

260 レ・ヴィッレ・ディ・アンタネアマローネ・デッラ・ヴァルポリチェッラ　’１7
イタリア
ヴェネト

￥3,388
［￥3,080］ 赤 コルヴィーナ、コルヴィノーネ、

ロンディネッラ H-3 15.0％ 750㎖ 陰干しをしたぶどうから造られたヴェネト州を代表する辛口の赤ワインです。プラ
ムやカシスジャム、チョコレート、コーヒーなど複雑な香りが広がります。
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承り期間：４月２１日（水）　5月９日（日）リストの全商品は『阪神オンラインショッピング』からお申し込みいただけます。

ブース14　（稲葉）甘口から辛口までドイツのこだわり生産者特集
はブースのオススメワイン、 はバイヤーのオススメワインです。８階催場試飲オフ会会場出口付近で販売いたします。（売り切れの際はご容赦くださいませ。）

注文
NO 商品名 地域 特別価格 メモ タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

マイアーラー
リースリング・ファインヘルプ　’18

ドイツ
モーゼル

￥2,002
［￥1,820］ 白 リースリング A-0 10.0％ 1,000㎖ 大変お得な1リットルサイズのワインです。柑橘系の爽やかな果実味のバランス

がとれた飲みやすいワインです。
ハインフリート・デクスハイマー
アルツァイヤー・ローテンフェルス・ジーガレーベ・ベーレンアウスレーゼ　’18

ドイツ
ラインヘッセン

￥2,002
［￥1,820］ 白 ジーガレーベ B-3 10.5％ 375㎖ 貴腐のついたぶどうを粒選りにし造られるベーレンアウスレーゼ！蜂蜜のようなト

ロリとした甘さと、酸味のバランスが絶妙です。

263 トーマス・バルテンバルテン・リースリング・トロッケン　’19
ドイツ
モーゼル

￥1,496
［￥1,360］ 白 リースリング C-1 12.0％ 750㎖ 急斜面の畑のリースリングを使用し天然酵母で醸造されるワインです。酸味の

おだやかなやわらかい果実味が感じられます。

264 カール・ファフマングラウブルグンダー・トロッケン　’19
ドイツ
ファルツ

￥1,606
［￥1,460］ 白 グラウブルグンダー

（ピノ・グリ） C-0 12.5％ 750㎖ フレッシュな柑橘系の果実に、ハーブやスパイスのアロマが混ざる複雑でバラン
スのとれた、様ざまな食事に合わせやすいワインです。

265 リンゲンフェルダーリンゲンフェルダー・ゲヴュルツトラミナー・ヘア・ラベル　’18
ドイツ
ファルツ

￥1,705
［￥1,550］ 白 ゲヴュルツトラミネル D-0 11.5％ 750㎖ ファルツのトップ生産者リンゲンフェルダーが造る、辛口ゲヴュルツトラミネルです。スパ

イスや花の香り、果実味を感じさせる味わいは、ハムやソーセージにぴったりです。

266 ケスター・ヴォルフヴァイサー・ブルグンダー・トロッケン　’19
ドイツ
ラインヘッセン

￥1,804
［￥1,640］ 白 ヴァイサーブルグンダー

（ピノ・ブラン） C-0 12.5％ 750㎖ 南向きの斜面で栽培されたヴァイサーブルグンダー（ピノ・ブラン）を使用、エレ
ガントで、バランスが良く、ほのかに甘いアロマがあります。

267 ケース・キーレングラーハー・ヒンメルライヒ・ハルプトロッケン　’19
ドイツ
モーゼル

￥2,002
［￥1,820］ 白 リースリング D-0 12.0％ 750㎖ モーゼルを代表する一流畑のリースリングを使用、天然酵母による長い発酵期

間で複雑で深い味わいとなっております。

268 トロッケネ・シュミッツランダースアッカー・エーヴィヒ・レーベン・シルヴァーナー・カビネット・トロッケン　’19
ドイツ
フランケン

￥2,002
［￥1,820］ 白 シルヴァーナー D-2 12.0％ 750㎖ 2億4500万年ほど前の三畳紀の土壌で栽培される樹齢30年のシルヴァーナ

で造られる、ミネラル感のしっかりした、和食とも相性の良い辛口です。

269 カール・エルベスユルツィガー・ヴュルツガルテン・シュペートレーゼ・トロッケン　’18
ドイツ
モーゼル

￥2,398
［￥2,180］ 白 リースリング D-1 12.5％ 750㎖ モーゼルの一流畑のぶどうを遅摘みにし、糖度の高いシュペートレーゼクラスか

ら造られる芳醇でコクのある辛口のワインです。

270 ベルンハルト・コッホリースリング・ゼクト・ブリュット
ドイツ
ファルツ

￥2,596
［￥2,360］ 白・発泡 リースリング C-2 12.0％ 750㎖ シャンパーニュ製法で15ヵ月熟成させています。リースリングの個性的な味わい

をしっかりと感じさせるスパークリングです。

271 ベルンハルト・コッホシュペートブルグンダー・トロッケン　’18
ドイツ
ファルツ

￥2,002
［￥1,820］ 赤 シュペートブルグンダー

（ピノ・ノワール） H-0 13.5％ 750㎖ 兵庫県出身の坂田千枝さんが醸造するワインです。ラズベリーやチェリーの香
り、やさしいアタックで、余韻に酸が調和します。

272 ブルガマイスター・ヴェーバールドヴィヒスヘーファー・ホーニッヒベルク・モリオ・ムスカート　’19
ドイツ
ラインヘッセン

￥1,397
［￥1,270］ 白 モリオ・ムスカート A-2 10.5％ 750㎖ 酸味が穏やかでフルーティな味わいのワイン造りを得意とする家族経営の生

産者です。マスカットのような爽やかでフルーティな果実味が魅力的です。

273 トーマス・バルテンバルテン・リースリング　’19
ドイツ
モーゼル

￥1,496
［￥1,360］ 白 リースリング A-1 10.0％ 750㎖ モーゼルの急斜面の畑で栽培されたリースリングを使用しています。フレッシュ

な酸とほんのり甘い果実味、余韻が爽やかでバランスのとれた味わいです。

274 ブルガマイスター・ヴェーバーディーンハイマー・シュロス・ドルンフェルダー　’19
ドイツ
ラインヘッセン

￥1,606
［￥1,460］ 赤 ドルンフェルダー E-1 10.0％ 750㎖ 冷やして美味しい甘口の赤ワインです。ベリー系のアロマ、ジューシーでやさし

い甘さ、プラムを思わせるような熟した果実味があります。

275 アーデルスエックブルク・ライヤー・シュロスカペレ・カビネット　’19
ドイツ
ナーエ

￥1,705
［￥1,550］ 白 ファーバーレーベ A-2 12.0％ 750㎖ DLGドイツ農産物協会のおすすめ生産者です。地元で人気が高く生産量の80

％がドイツ国内で消費されていて、フレッシュでクリーンな味わいが印象的です。

276 ケース・キーレンリースリング・ホッホゲヴェクス　’19
ドイツ
モーゼル

￥2,002
［￥1,820］ 白 リースリング A-2 10.0％ 750㎖ より厳しい品質基準を満たしたホッホゲヴェクスです。熟した果実のアロマ、エレ

ガントな酸とミネラル、甘口ですが食事とも合わせやすいワインです。

277 ビショフリッヒェ・ヴァインギューター・トリーアピースポーター・ゴールドトロップヒェン・シュペートレーゼ　’08
ドイツ
モーゼル

￥2,497
［￥2,270］ 白 リースリング B-2 8.0％ 750㎖ “黄金の雫”と名付けられたモーゼルを代表する一流畑のワインを生産者のセラ

ーで熟成しています。複雑で深い香りと味わいがあります。

278 フリッツ・ハークブラウネベルガー・ユッファー・カビネット　’18
ドイツ
モーゼル

￥3,498
［￥3,180］ 白 リースリング A-0 9.0％ 750㎖ モーゼルを代表するトップ生産者で、VDPの創設メンバーのひとりでもある 

ハーク家のワインです。繊細な味わいとミネラル感が印象的です。

279 カール・エルベスユルツィガー・イン・デア・クランクライ・シュペートレーゼ　’17
ドイツ
モーゼル

￥2,695
［￥2,450］ 白 リースリング B-3 7.5％ 750㎖ プレ・フィロキセラの樹齢100年を超えるリースリングも残る、ヴュルツガルテン

の中にある特別な畑「クランクライ」で造られる生産量の限られたワインです。

280 カール・ファフマンリースリング・シルバーベルク・アウスレーゼ　’17
ドイツ
ファルツ

￥2,992
［￥2,720］ 白 リースリング B-3 9.0％ 750㎖ 貴腐ワインを思わせるハチミツやホワイトチョコレートのような深みのあるフレ－バー、

アプリコットなど熟した果実の魅力的な甘みがしっかりと感じられるワインです。
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DG◎ …ダブルゴールド
　　　　“ダイヤモンドトロフィー”
DG ……ダブルゴールド
G ………ゴールド
S ………シルバー

（味わいマトリックス）
※赤ワイン

深みがあって豊かな味わい
Ｆ－３Ｆ－１Ｈ－１ H－３

軽口Ｆ－２Ｆ－０Ｈ－０Ｈ－２重口Ｅ－２Ｅ－０Ｇ－０Ｇ－２
Ｅ－３Ｅ－１Ｇ－１Ｇ－３
渋みが少なくフルーティ

※白ワイン
飲み応えのある味わい
Ｂ－３Ｂ－１Ｄ－１Ｄ－３

甘口Ｂ－２Ｂ－０Ｄ－０Ｄ－２辛口Ａ－２Ａ－０Ｃ－０Ｃ－２
Ａ－３Ａ－１Ｃ－１Ｃ－３
すっきりとした味わい

DG◎ …ダブルゴールド
　　　　“ダイヤモンドトロフィー”
DG ……ダブルゴールド
G ………ゴールド
S ………シルバー

SAKURA受賞

ブース15　（稲葉）こだわり生産者のスタンダード＆プレミアムワイン特集
はブースのオススメワイン、 はバイヤーのオススメワインです。８階催場試飲オフ会会場出口付近で販売いたします。（売り切れの際はご容赦くださいませ。）

注文
NO 商品名 地域 特別価格 メモ タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

ジャン・ペリエ・エ・フィス
サヴォワ・アプルモン・キュヴェ・ガストロノミー　’19

フランス
サヴォワ

￥2,002
［￥1,820］ 白 ジャケール C-2 11.5％ 750㎖ サヴォワを代表するぶどう品種ジャケールで造られる、複雑でスパイシーな香り、

爽やかな果実味が特徴的なワインです。
2021年
Ｇ

ヴェレノージ
ラクリマ・ディ・モッロ・ダルバ・スペリオーレ　’19

イタリア
マルケ

￥2,596
［￥2,360］ 赤 ラクリマ・ディ・

モッロ・ダルバ H-2 13.0％ 750㎖ マルケの海沿いのエリアでしか育たない特別なぶどう品種。まるでバラのような
香り、しっかりとした味わいながらマスカットを思わせる果実味があります。

283 ヴェレノージヴェレノージ・シャルドネ　’19
イタリア
マルケ

￥1,705
［￥1,550］ 白 シャルドネ D-2 13.0％ 750㎖ マルケ南部のトップ生産者ヴェレノージが造るタンク熟成100％のシャルドネ。

厳しいぶどうの選別によるしっかりとした果実味が感じられます。

284 ヴェレノージルディ　’16
イタリア
マルケ

￥4,994
［￥4,540］ 赤 モンテプルチャーノ、メルロ、

カベルネ・ソーヴィニヨン H-3 14.5％ 750㎖ イタリア国内のレストランでも割当となる限定生産のワイン。力強く濃厚な果実
味と華やかなアロマが印象的です。

285 ファルネーゼファンティーニ・ジロ・サンジョヴェーゼ・メルロ　’19
イタリア
プーリア

￥1,903
［￥1,730］ 赤 サンジョヴェーゼ、

メルロ G-2 13.0％ 750㎖ イタリアのロードレース「ジロ・デ・イタリア」をモチーフにしたワイン。アスリート
精神にリスペクトし最高の品質を目指しています。

286 ファルネーゼモンテプルチャーノ・ダブルッツォ・コッリーネ・テラマーネ　’15
イタリア
アブルッツォ

￥2,992
［￥2,720］ 赤 モンテプルチャーノ H-3 13.5％ 750㎖ アブルッツォ北部のD.O.C.Gコッリーネ・テラマーネ。熟成により複雑で高いア

ロマとなめらかな味わいになっております。

287 ロベルト・サロットアスティ・セッコ
イタリア
ピエモンテ

￥1,804
［￥1,640］ 白・発泡 モスカート C-0 11.5％ 750㎖ 珍しいやや辛口仕立てのアスティ。マスカット系の爽やかな果実味とアロマが

印象的なスパークリングです。

288 ロベルト・サロットランゲ・アルネイス・ランクネヴ　’19
イタリア
ピエモンテ

￥2,002
［￥1,820］ 白 アルネイス D-2 13.0％ 750㎖ ピエモンテを代表する辛口の白ワイン。華やかなアロマ、フレッシュなアタックと

果実味のバランスが絶妙です。

289 ロベルト・サロットペツォーレ・ロッソ
イタリア
ピエモンテ

￥2,497
［￥2,270］ 赤 ネッビオーロ H-3 14.5％ 750㎖ 熟成期間がバローロの規定より短いためテーブルワインとしてリリース。高級な

バローロに勝るとも劣らないリッチな味わいです。

290 シャトー・デ・ゼサールマノ・ア・マノ・ソーヴィニヨン・ブラン　’19
フランス
南西地方

￥1,606
［￥1,460］ 白 ソーヴィニヨン・ブラン C-2 14.0％ 750㎖ 大切に受け継ぐぶどうで造られ、マノ・ア・マノ「手と手」と名付けられたワイン。

トロピカルフルーツを思わせる果実、程よい酸味とバランスのとれた味わいです。

291 シャトー・デ・ゼサールアダージョ・デ・ゼサール・ルージュ　’16
フランス
南西地方

￥2,398
［￥2,180］ 赤 メルロ H-3 15.5％ 750㎖ フレンチオークで14ヵ月熟成、ボルドーに隣接するエリアで造られる、しっかりと

した力強い味わいとタンニンを持つ満足度の高いワインです。

292 ジャン・ペリエ・エ・フィスクレマン・ド・サヴォワ
フランス
サヴォワ

￥2,497
［￥2,270］ 白・発泡 ジャケール、シャルドネ D-2 12.5％ 750㎖ シャンパーニュ製法で造られる、華やかで複雑な香り、エレガントでキレのある果

実味が印象的な辛口のスパークリングです。

293 ヴァンサン・ジラルダンエモーション・ブルゴーニュ・ブラン　’17
フランス
ブルゴーニュ

￥3,498
［￥3,180］ 白 シャルドネ D-3 13.0％ 750㎖ ピュリニー、シャサーニュ、ムルソーのシャルドネを使用。エレガントなスタイルで

大変贅沢な味わいのブルゴーニュのシャルドネです。

294 ヴァンサン・ジラルダンサン・ロマン・ルージュ・レ・ヴィエイユ・ヴィーニュ　’14
フランス
ブルゴーニュ

￥3,993
［￥3,630］ 赤 ピノ・ノワール H-1 13.0％ 750㎖ ジラルダンの実力が垣間見える果実味と酸味のバランスがとれたピノ・ノワー

ル。チェリー系の繊細でエレガントな味わいと長い余韻があります。

295 サンタ・デュックヴァン・ド・ペイ・ヴォークリューズ・レ・プラン　’17
フランス
コート・デュ・ローヌ

￥1,496
［￥1,360］ 赤 グルナッシュ、 

シラー、メルロ H-2 13.5％ 750㎖ ジゴンダスのトップ生産者が手掛ける地酒（ヴァン・ド・ペイ）。しっかりとした果
実味にほんのりスパイスやハーブの混ざる複雑な味わいです。

296 サンタ・デュックジゴンダス・オー・リュー・ディ　’14
フランス
コート・デュ・ローヌ

￥4,191
［￥3,810］ 赤 グルナッシュ、シラー、 

ムールヴェードル、サンソー H-3 14.0％ 750㎖ ジゴンダスに君臨するトップ生産者のワイン。ブルゴーニュのトップドメーヌなど
での経験を活かし、極めて洗練されたワインを造りだします。

297 ラガール・ダ・コンデサオ・フィリョ・ダ・コンデサ　’19
スペイン
リアス・バイシャス

￥1,804
［￥1,640］ 白 アルバリーニョ D-2 13.0％ 750㎖ スペインの白ワインを代表するミネラリーな辛口の白ワイン。フレッシュな果実味

があり、魚介類を使った料理と大変相性が良いワインです。

298 ボデガス・トリデンテトリデンテ・テンプラニーリョ　’16
スペイン
カスティーリャ・イ・レオン

￥2,992
［￥2,720］ 赤 ティンタ・デ・トロ H-3 16.0％ 750㎖ 70年樹齢のぶどうを使用し、フレンチオークの新樽で15ヵ月熟成させた、驚くほ

ど濃厚でリッチな味わいのフルボディです。

299 ビーニャ・ファレルニアサンジョヴェーゼ・レセルバ　’15
チリ
エルキ・ヴァレー

￥1,199
［￥1,090］ 赤 サンジョヴェーゼ G-2 14.0％ 750㎖ 生産者の母国イタリアにちなんで造られる珍しいチリのサンジョヴェーゼ。熟した

チェリーやブルーベリーの果実味、バランスが良く、様々な食事と良く合います。

300 ビーニャ・ファレルニアカルムネール・レセルバ・ペドリスカル・シングル・ヴィンヤード　’17
チリ
エルキ・ヴァレー

￥2,398
［￥2,180］ 赤 カルムネール H-2 14.5％ 750㎖ エルキ川の流れを変えてできた単一畑ペドリスカル。厳しい選別によりバランス

のとれたカルムネールのポテンシャルを最大限に発揮したワインです。
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承り期間：４月２１日（水）　5月９日（日）リストの全商品は『阪神オンラインショッピング』からお申し込みいただけます。

DG◎ …ダブルゴールド
　　　　“ダイヤモンドトロフィー”
DG ……ダブルゴールド
G ………ゴールド
S ………シルバー

DG◎ …ダブルゴールド
　　　　“ダイヤモンドトロフィー”
DG ……ダブルゴールド
G ………ゴールド
S ………シルバー

SAKURA受賞

ブース16　（メモス）春に飲みたいイタリアワイン特集
はブースのオススメワイン、 はバイヤーのオススメワインです。８階催場試飲オフ会会場出口付近で販売いたします。（売り切れの際はご容赦くださいませ。）

注文
NO 商品名 地域 特別価格 メモ タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

トレ・ドンネ
ドンナ・ブルーナ　ダーク　NV

イタリア
ピエモンテ

￥2,101
［￥1,910］ 赤 バルベーラ、ドルチェット、

ピノ・ネーロ、フレイーザ H-0 13.5％ 750㎖ 『スーパーピエモンテ』を目指してブレンドしています。凝縮感、複雑性を持つワイ
ンです。

2021年
G

ヴァルヴァリオーネ
１２．５　プリミティーヴォ・デル・サレント・ビオ　’18

イタリア
プーリア

￥2,002
［￥1,820］ 赤 プリミティーヴォ H-0 12.5％ 750㎖ 女性に非常に人気のあるワインです。非常にバランスの良い構成で、香りも高

く長く続きます。

303 ボッテールドラッポロッソ・アパッシメント　NV
イタリア
プーリア

￥1,232
［￥1,120］ 赤 ネグロアマーロ、マルヴァジ

ア・ネーラ、メルロ、カベルネ H-3 14.5％ 750㎖ 陰干し(アパッシメント)により非常に濃厚で凝縮感のある仕上がりになってい
ます。

2021年
G 304 ボッテールフム・テッレ・シチリアーネ　NV

イタリア
シチリア

￥1,716
［￥1,560］ 赤 シラー、メルロ、

カベルネ H-3 13.5％ 750㎖ THE！スモーキーワイン。『フム』は煙の意味です。収穫したぶどうを低温で燻す
こと、土壌から得られるスモーク感が特徴です。

305 ソレッリキャンティ・ビオ　’18
イタリア
トスカーナ

￥1,111
［￥1,010］ 赤 サンジョヴェーゼ、 

カナイオーロ、コロリーノ G-1 12.5％ 750㎖ 現状少し尖ったタンニンや酸を感じますが、熟成と共にまろやかな印象に変化し
ます。非常にキャンティらしいチャーミングさも持っています。

306 ソロパーカフェウド・デュカーレ　アリアニコ　’16
イタリア
カンパーニャ

￥1,342
［￥1,220］ 赤 アリアニコ H-0 13.5％ 750㎖ フェウド・デュカーレは『公爵の領地』の意味です。赤い果実とわずかなスパイ

ス香が特徴です。

307 ビドーリカベルネソーヴィニヨン・フリウリ・グラーヴェ　’17
イタリア
フリウリ

￥1,628
［￥1,480］ 赤 カベルネ・ソーヴィニヨン G-1 13.0％ 750㎖ 素直なカベルネ・ソーヴィニヨン。しなやかなタンニンと酸のバランスが非常に

エレガントなワインです。

308 クリフォアウグスターレ　’14
イタリア
プーリア

￥2,860
［￥2,600］ 赤 ネーロ・ディ・トロイア H-3 14.0％ 750㎖ 滑らかでしなやかなタンニンと非常に上品で上質な酸が伸びやかに広がりま

す。華やかな印象を持つワインです。

309 ヴァルヴァリオーネパパーレ・オーロ　’16
イタリア
プーリア

￥3,630
［￥3,300］ 赤 プリミティーヴォ H-3 14.5％ 750㎖ 樹齢50年以上のワイン樹から収穫の房のみ使用し、自然な凝縮感、滑らかな

印象をもつ重厚なワインです。

310 マンフレディバローロ　’15
イタリア
ピエモンテ

￥4,004
［￥3,640］ 赤 ネッビオーロ H-1 14.0％ 750㎖ 冬のイメージがある『バローロ』ですが、このワインは強すぎず、暖かくなっていく

春にも楽しめる1本です。

311 ヴァルヴァリオーネイデア　プーリア・ロゼ　’18
イタリア
プーリア

￥2,101
［￥1,910］ ロゼ プリミティーヴォ D-3 13.0％ 750㎖ 『イデア』は現地の言葉で“アイデア”の意味があります。非常にチャーミングで

はありますが、同時に上品さも併せもっています。

312 モラ＆メモイゾラ・ロゼ　’19
イタリア
サルデーニャ

￥2,673
［￥2,430］ ロゼ カンノナウ、

モニカ D-3 11.0％ 750㎖ 淡いチェリーブロッサムの色調が春先をイメージさせます。お花見のお供に心強
いワインです。

313 モラ＆メモヴェルメンティーノ・ディ・サルデーニャ　’19
イタリア
サルデーニャ

￥2,673
［￥2,430］ 白 ヴェルメンティーノ C-2 12.5％ 750㎖ お花やハーブの心地よい香りが続きます。海由来のミネラル感も豊かで山菜や

魚の天ぷらなどと相性がよいでしょう。

314 ボッテールヴェルソ・プーリア・ビアンコ　NV
イタリア
プーリア

￥1,232
［￥1,120］ 白 シャルドネ、

マルヴァジア・ビアンカ D-2 12.5％ 750㎖ 柑橘類やメロンなどのトロピカルフルーツの香りがします。収穫を遅らせることで
ふくよかな印象をワインに与えています。

315 ビドーリシャルドネ・フリウリ・グラーヴェ　’18
イタリア
フリウリ

￥1,716
［￥1,560］ 白 シャルドネ D-1 12.5％ 750㎖ 果実のボリュームがしっかりと感じられますが、飲み疲れなく素直においしいと感

じられるワインです。

316 ヴァルヴァリオーネ12.5　マルヴァジア・デル・サレント　’19
イタリア
プーリア

￥1,628
［￥1,480］ 白 マルヴァジア・ビアンカ C-2 12.5％ 750㎖ トロピカルフルーツやハーブの香りが妖艶に広がります。味わいはすっきりとして

おり、中華料理やエスニック料理との相性がよいワインです。

317 ヴァルヴァリオーネ12.5　ピノグリージョ・デル・サレント　’18
イタリア
プーリア

￥1,628
［￥1,480］ 白 ピノ・グリージョ D-3 12.5％ 750㎖ 北イタリアのイメージの強い品種ですが、元々持つ酸が高く南イタリアでの醸

造でもへたることがなく仕上がっています。

318 ヴァルヴァリオーネ12.5　プーリア・ビアンコ・ビオ　’19
イタリア
プーリア

￥2,002
［￥1,820］ 白 マルヴァジア、

フィアーノ、シャルドネ D-3 12.5％ 750㎖ 人気の12.5シリーズのイタリア有機認証のワインです。小さなお花や柑橘等の
フルーツの香りが心地よい1本です。

2021年
G 319 ヴァルドプロセッコ・ビオ　NV

イタリア
ヴェネト

￥2,288
［￥2,080］ 白・発泡 グレラ D-0 11.0％ 750㎖ イタリアで有機認証を受けている畑のみでできたぶどうから醸造しています。デリ

ケートな果実味と旨みを伴う苦みがあり、和食との相性もすばらしいワインです。

320 ヴァルドフローラル・ロゼ　NV
イタリア
ヴェネト

￥2,288
［￥2,080］ ロゼ・発泡 ネレッロ・マスカレーゼ、

グレラ G-1 11.5％ 750㎖ シチリアの黒ぶどうと、ヴェネトの白ぶどうから醸造されるロゼワインです。トマトと
の相性がとてもよいワインです。
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DG◎ …ダブルゴールド
　　　　“ダイヤモンドトロフィー”
DG ……ダブルゴールド
G ………ゴールド
S ………シルバー

（味わいマトリックス）
※赤ワイン

深みがあって豊かな味わい
Ｆ－３Ｆ－１Ｈ－１ H－３

軽口Ｆ－２Ｆ－０Ｈ－０Ｈ－２重口Ｅ－２Ｅ－０Ｇ－０Ｇ－２
Ｅ－３Ｅ－１Ｇ－１Ｇ－３
渋みが少なくフルーティ

※白ワイン
飲み応えのある味わい
Ｂ－３Ｂ－１Ｄ－１Ｄ－３

甘口Ｂ－２Ｂ－０Ｄ－０Ｄ－２辛口Ａ－２Ａ－０Ｃ－０Ｃ－２
Ａ－３Ａ－１Ｃ－１Ｃ－３
すっきりとした味わい

DG◎ …ダブルゴールド
　　　　“ダイヤモンドトロフィー”
DG ……ダブルゴールド
G ………ゴールド
S ………シルバー

SAKURA受賞

ブース17　（マスダ）南アフリカワインの魅力満載！コストパフォーマンスワイン特集！
はブースのオススメワイン、 はバイヤーのオススメワインです。８階催場試飲オフ会会場出口付近で販売いたします。（売り切れの際はご容赦くださいませ。） はソムリンのオススメワインです。

注文
NO 商品名 地域 特別価格 メモ タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

ステレンラスト
バレルファーメンティド・シャルドネ　’18

南アフリカ
ステレンボッシュ

￥2,684
［￥2,440］ 白 シャルドネ D-1 14.0％ 750㎖ キーワードは、「酸」、「完熟ぶどうの甘さ」、「ミネラル」。この完熟ぶどうの甘みと

酸のコントラスト、ミネラルの要素もあり、ほかにはない面白さがあります。
マン
リザーブ・カベルネ　’18

南アフリカ
コースタル

￥1,947
［￥1,770］ 赤 カベルネ・ソーヴィニヨン H-1 13.5％ 750㎖ 柔らかな酸味としっかりした渋みがあります。濃厚でジューシーな味わいでしっか

り引き締まったボディです。余韻も長く高級感漂うワインです。

323 リーベックスパークリング・ブリュットNV
南アフリカ
スワートランド

￥1,716
［￥1,560］ 白・発泡 シャルドネ、ピノ・ノワール C-0 11.5％ 750㎖ フリーランジュースのみを使用する贅沢な製法で造られたスパークリングワイン。クリーミー

で比較的細やかな泡があり、スムーズな口当たりで優しい果実の旨みが特徴です。
2021年
S 324 ステレンラストMCCロゼ・スパークリングNV

南アフリカ
ステレンボッシュ

￥2,684
［￥2,440］ ロゼ・発泡 カベルネ・フラン、シャルドネ、シュナン・ブラン D-1 12.0％ 750㎖ 2015世界スパークリングワイン・チャレンジ（英国）でドンペリニョン、クリスタルなど

を制し1位を獲得。キメ細かく、綺麗な泡が長く続く上品なロゼスパークリングです！

325 マントライ・シュナンブラン　’19
南アフリカ
コースタル

￥1,298
［￥1,180］ 白 シュナン・ブラン C-0 13.0％ 750㎖ 「挑戦者への応援」がテーマのラベル！爽やかな酸味と果実味とのバランスが

良く、フィニッシュも爽やかで心地良いワインです。
ラーツ
オリジナル・シュナンブラン　’19

南アフリカ
ステレンボッシュ

￥2,772
［￥2,520］ 白 シュナン・ブラン D-0 13.5％ 750㎖ 古木から由来する凝縮したぶどうのフレッシュでフルーティな風味が豊かです。

厚みのあるしっかりしたボディが特徴的で力強く余韻も長いワインです。
2021年
G 327 コンスタンシアソーヴィニヨンブラン　’19

南アフリカ
コンスタンシア

￥2,409
［￥2,190］ 白 ソーヴィニヨン・ブラン D-1 13.5％ 750㎖ 美しく豊かな酸味、凝縮した果実味、ミネラルの要素も感じます。程良いボディ

感で余韻も長く、繊細で綺麗なワインです。

328 ブーケンハーツポークパインリッジ・シャルドネ　’19
南アフリカ
ウエスタンケープ

￥1,485
［￥1,350］ 白 シャルドネ C-0 13.0％ 750㎖ フレッシュで柔らかな酸、フルーティな果実味で程良くしっかりしたボディが特徴で

す。ジューシーでフレッシュなレモンなどの柑橘類や青りんごなどの風味が豊かです。

329 ジュリアンスカールエヴィデンス・シャルドネ　’18
南アフリカ
エルギン

￥3,520
［￥3,200］ 白 シャルドネ D-1 13.5％ 750㎖ エルギン地区で最も樹齢の古いぶどうで造ったシャルドネのワインです。フレッシュで豊か

な酸、凝縮した果実味があります。ぶどう本来の味を楽しめるナチュラルなテイストです。

330 ポールクルーバーエステート・リースリング　’18
南アフリカ
エルギン

￥2,497
［￥2,270］ 白 リースリング B-0 12.5％ 750㎖ 酸味とミネラルに富み、心地良い残糖感とバランスが素晴らしいワインです。レモン

シャーベットの風味、ほんのりとクリーミーで洗練されエレガントにまとまっています。

331 ロバートソンゲヴェルツトラミネール　’19
南アフリカ
ロバートソン

￥1,254
［￥1,140］ 白 ゲヴェルツトラミネル A-2 12.0％ 750㎖ ハチミツやバラの香りがあり、濃厚かつスムーズでなめらかな味わいがします。酸

と甘みのバランスがよく心地よくまとまっています。
2021年
G 332 ステレンラストノーブルレイトハーベスト　’16

南アフリカ
ステレンボッシュ

￥2,596
［￥2,360］ 白 シュナン・ブラン、

マスカット・オブ・アレキサンドリア B-3 11.0％ 375㎖ 豊かな酸、凝縮した果実味、リッチでなめらかで濃厚な味わいです。甘いハチミツのような
味わいですが、しっかりした酸味もあり、後口に甘みが残らずバランスよく出来ています。

333 マントライ・ピノタージュ　’17
南アフリカ
コースタル

￥1,298
［￥1,180］ 赤 ピノ・タージュ F-0 14.0％ 750㎖ 「挑戦者への応援」がテーマのラベル！ソフトでほのかに果実の甘味も感じ、優

しい渋みのジューシー&フルーティなワインです。

334 ロングリッジキュベリカ・ピノノワール　’18
南アフリカ
エルギン

￥2,915
［￥2,650］ 赤 ピノ・ノワール G-0 14.0％ 750㎖ 優しく柔らかな酸、細やかな渋み、優しいボディでクラシック＆エレガントなスタイル

のなめらかで飲みやすいフルーティなワインです。

335 ブーケンハーツポークパインリッジ・シラー　’19
南アフリカ
スワートランド

￥1,848
［￥1,680］ 赤 シラー F-0 14.5％ 750㎖ 豊かな酸とジューシーでなめらかな口あたりがします。細やかで適度な渋みを伴

い、ワインの重さも程よく感じます。全体にエレガントで複雑味もあるワインです。

336 ドルニエメルロー　’17
南アフリカ
ステレンボッシュ

￥2,178
［￥1,980］ 赤 メルロ H-1 14.5％ 750㎖ 凝縮した果実味とオークのハーモニーを楽しめるバランスの良いエレガントなワ

インです。熟成し現在飲みごろに入っています。

337 ハーテンバーグカベルネ・シラーズ　’17
南アフリカ
ステレンボッシュ

￥2,090
［￥1,900］ 赤 カベルネ・ソーヴィニヨン、

シラーズ F-1 14.0％ 750㎖ 柔らかな酸味、渋みは細やかで程よいボディ感があります。なめらかでシルキー
な口あたりが最後まで続きます。

338 グレネリーエステートリザーブ・レッド　’13
南アフリカ
ステレンボッシュ

￥2,453
［￥2,230］ 赤 カベルネ・ソーヴィニヨン、

メルロ、シラーズ、カベルネ・フラン H-1 14.5％ 750㎖ 元ボルドーの名門が南アフリカで手掛けたワイナリーです。明確な骨格のある
ボディを持ち、濃厚な味わいでありながら、なめらかでエレガントなワインです！

2021年
G 339 ロングリッジカベルネ・ソーヴィニヨン　’18

南アフリカ
ステレンボッシュ

￥2,871
［￥2,610］ 赤 カベルネ・ソーヴィニヨン F-1 14.0％ 750㎖ 酸と果実味のバランスが良く、ドライでなめらかな味わいです。繊細でシルキーな

タッチで全体にエレガントにまとまっています。

340 コンスタンシア・グレンスリー　’16
南アフリカ
コンスタンシア

￥3,234
［￥2,940］ 赤 メルロ、カベルネ・フラン、

カベルネ・ソーヴィニヨン H-3 14.0％ 750㎖ ボルドー系のワインを忠実にかつエレガントに再現したワインです。「スリー」は3つ
の品種のブレンドを意味しています。３品種のバランスの取れた美しいワインです。
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承り期間：４月２１日（水）　5月９日（日）リストの全商品は『阪神オンラインショッピング』からお申し込みいただけます。

ブース18　（ポルトガル・トレード）ソムリエ以上の資格“WSETディプロマ”が全セレクトの注目ポルトガルワイン特集
はブースのオススメワイン、 はバイヤーのオススメワインです。８階催場試飲オフ会会場出口付近で販売いたします。（売り切れの際はご容赦くださいませ。）

注文
NO 商品名 地域 特別価格 メモ タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

マロ　ワイン
マロ　ダイアモンド 　’15

ポルトガル
ペニンシュラ・デ・セトゥーバル

￥2,398
［￥2,180］ 赤 カステラォン、シラー、アリカンテ・

ブーシェ、カベルネ・ソーヴィニヨン H-3 14.0％ 750㎖ 万人に好かれる果実の甘み凝縮濃厚赤ワインです。樽熟成によるバニラ、ブラックプ
ラム、バイオレットに、ユーカリやミントのようなヒントがあり、長い余韻が感じられます。

キンタ　ド　エルミジウ
カンポ　ド　ポラル 　’18

ポルトガル
ヴィーニョ・ヴェルデ

￥1,595
［￥1,450］ 白・微発泡 ロウレイロ、 トラジャドゥラ C-3 11.5％ 750㎖ ファンも多く生産本数も少ないことから在庫がなくなることも度々…しっかり果

実の中に優しく軽やかな発泡を感じられ飲み心地もよいワインです。

343 マロ　ワインマロ　バブリング  NV
ポルトガル
ペニンシュラ・デ・セトゥーバル

￥1,760
［￥1,600］ 白・発泡 モスカテル、フェルナン・ピレス A-1 9.5％ 750㎖ きめ細かな泡が良質の証です。後味にほんのり甘みを感じ、酸とのバランスが美

しい上品なスパークリングです。発泡感が抜けた2日目もおいしくいただけます。

344 カザル　ダ　コエリェイラテラソス　ド　テージョ　’18
ポルトガル
テージョ

￥1,562
［￥1,420］ 白 フェルナン・ピレス C-3 13.0％ 750㎖ キリッとしたフレッシュさ、ミネラル感、アップルを感じる鮮やかなスッキリスタイルの

ワインです。ポルトガル固有ぶどう100％で味覚開拓、軽めのお料理と好相性。

345 キンタ　ド　カルネイルパクタス　ピノグリージョ　’17
ポルトガル
リスボン

￥2,035
［￥1,850］ 白 ピノ・グリージョ D-2 12.0％ 750㎖ 土着品種でワイン造りが盛んなポルトガルであえて国際品種を使ったユニークな一本です。

生産本数7,000本のみで品質徹底管理、周辺諸国とのコスパの違いが最大の武器です。

346 カザ　デ　アタライアカザ　デ　アタライア 　’13
ポルトガル
ペニンシュラ・デ・セトゥーバル

￥2,112
［￥1,920］ 白 アリント、 

シャルドネ D-3 13.0％ 750㎖ 掘り出し物ワイン！！なんと2013年のバックビンテージがこのお値段で！古酒なら
ではのクリーミー、ナッツ、オークの豊かな味わいがあります。

347 カザス　アルタスキンタ　バレー　ド　ルイヴォ 　’17
ポルトガル
ベイラ・インテリオール

￥2,310
［￥2,100］ 白 シリア、フォンテ・カル、

アリント D-2 13.0％ 750㎖ 年間生産量約5,000本のみ。樹齢60年以上、化学肥料、殺虫剤、除草剤不
使用です。幻のぶどう品種フォンテ・カルを使用しています。

348 キンタ　ド　エルミジウヴィニャ　ダ　ボウサ 　’17
ポルトガル
ヴィーニョ・ヴェルデ

￥3,124
［￥2,840］ 白 アルヴァリーニョ D-2 13.0％ 750㎖ 高級品種アルヴァリーニョ100%の贅沢な味わいです。しっかりとした骨格を持ちフルー

ツとミネラルのヒントを感じます。権威ある農学博士が造る間違いなしの一本です。

349 シヴィパサディーノ 　’18
ポルトガル
ペニンシュラ・デ・セトゥーバル

￥1,628
［￥1,480］ ロゼ カステラォン、 

シラー E-3 12.5％ 750㎖ 爽やかなストロベリーロゼワインです。甘さやくどさがなく、料理にも合わせやすい
味わいです。ラベルにちなんでボラや金目鯛とのマリアージュもおすすめです。

350 カザル　ダ　コエリェイラテラソス　ド　テージョ　’17
ポルトガル
テージョ

￥1,562
［￥1,420］ 赤 アラゴネス、シラー、 

カステラォン H-0 13.5％ 750㎖ 家飲みワインにぴったりの旨安ワインです。ガーネット色の、ブラックフルーツ、 
トースト、チョコレートが香ります。このバランスでこの価格は脱帽します。

351 シヴィパサディーノ 　’18
ポルトガル
ペニンシュラ・デ・セトゥーバル

￥1,628
［￥1,480］ 赤 アラゴネス、アルフロシェイロ、

シラー、アリカンテ・ブーシェ H-2 14.0％ 750㎖ 赤い果実のアロマ、若 し々くソフトな口当たりでバランスがよく飲み心地抜群です。ラベルは日
本でも馴染みあるイワシをモチーフにしています。是非イワシとのマリアージュもお試しください。

352 カザル　ダ　コエリェイラカザル　ダ　コエリェイラ　’16
ポルトガル
テージョ

￥1,881
［￥1,710］ 赤 トウリガ・ナショナル、アリカンテ・ 

ブーシェ、トウリガ・フランカ H-2 14.0％ 750㎖ 『Mundus Vini、Concours Mondial de Bruxelles』など、世界的に有名なワインコン
クールで賞を受賞しているワインです。樽香、フルーティ、心地のよい酸が特徴です。

353 アバディア　デ　サボレスコップ 　’17
ポルトガル
ペニンシュラ・デ・セトゥーバル

￥2,101
［￥1,910］ 赤 カステラォン H-0 14.0％ 750㎖ ポルトガル伝統のタイル柄がモチーフのボトル、名前はポルトガルからの外来語「コップ」

を使っています。豚肉やトマトソース系、和食など幅広く合わせやすいワインです。

354 マロ　ワインアモテ 　’16
ポルトガル
ペニンシュラ・デ・セトゥーバル

￥2,563
［￥2,330］ 赤 アラゴネス、

カステラォン、シラー H-3 13.5％ 750㎖ アモテ(I love you)という名前の通りの、情熱的で濃い味わいの赤です。色合いも濃いル
ビー色、ブラックフルーツやバイオレットのアロマがあり、酸も果実味もしっかりの1本です。

355 1756 ザ ポルトギーズ ワインカンパニー1500 レゼルヴァ　’16
ポルトガル
リスボン

￥3,146
［￥2,860］ 赤 トウリガ・ナショナル、 

カベルネ・ソーヴィニヨン H-3 14.0％ 750㎖ ぶどうの出来がよかった年にしかボトル詰めしないこだわり。長期熟成に耐えられる高品
質、樽熟成高級ボルドーを連想させます。余韻も長くとにかくコスパのよさが際立ちます。

356 ラブラドレス　デ　フェイトリアキンタ　ダ　コスタ　ダス　アグアネイラス 　’16
ポルトガル
ドウロ

￥4,884
［￥4,440］ 赤 ティンタ・ロリス、トゥリガ・

フランカ、ティンタ・バロッカ H-3 13.5％ 750㎖ 田崎真也氏がブラインドテイスティング高得点を付け自身のワイン誌で紹介。60年の
古木、伝統産地の1級の畑、最高条件の下栽培されたぶどうのみ使用しています。

357 ソジェヴィヌスダコスタ　ホワイト　ポート　NV
ポルトガル
ドウロ

￥1,826
［￥1,660］ ポート コーデガ・ド・ラリーニョ、マルヴァジア・

フィナ、ラビガト、ヴィオジーニョ A-2 19.5％ 750㎖ ピーチやアプリコットが香る、滑らかでエレガントなアロマがします。口の中ではフ
レッシュな酸が感じられ軽やかです。ソーダ割もおススメなデザートワインです。

358 ソジェヴィヌスダコスタ　タウニー　ポート　NV
ポルトガル
ドウロ

￥1,826
［￥1,660］ ポート ティンタ・ロリス、ティンタ・バロッカ、

ティント・カォン、トウリガ・フランカ G-0 19.5％ 750㎖ ドライフルーツとウッドの完璧なコンビネーションで調和のとれた味わいがします。ナッ
ツやキャラメルのフレーバーが特徴です。気軽に本場ポートワインが体験できます。

359 キンタ　ダ　デヴェザキンタ　ダ　デヴェザ　20年　ホワイトポート　NV
ポルトガル
ドウロ

￥11,220
［￥10,200］ ポート ゴウヴェイウ、ヴィオジーニョ、 

マルヴァジア・フィナ A-2 20.0％ 500㎖ 白ワインとは思えない琥珀色は20年もの歳月樽熟成され高貴なアロマと色彩
がワインに溶け込んだ証です。日本では非常にレアな最上級の白ポートです。

360 アルヴェス　デ　ソウザキンタ　ダ　ガイヴォーザ　20年　タウニー　ポート　NV
ポルトガル
ドウロ

￥10,362
［￥9,420］ ポート ティンタ・ロリス、トウリガ・

フランカ、ティンタ・バロッカ G-0 19.5％ 500㎖ 最も有名な伝統ワイン産地ドウロ地区で家族代々ベスト生産者に選出されている
ワイナリーが造る繊細で上品な20年もの美ワインです。正に芸術品といえます。
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（味わいマトリックス）
※赤ワイン

深みがあって豊かな味わい
Ｆ－３Ｆ－１Ｈ－１ H－３

軽口Ｆ－２Ｆ－０Ｈ－０Ｈ－２重口Ｅ－２Ｅ－０Ｇ－０Ｇ－２
Ｅ－３Ｅ－１Ｇ－１Ｇ－３
渋みが少なくフルーティ

※白ワイン
飲み応えのある味わい
Ｂ－３Ｂ－１Ｄ－１Ｄ－３

甘口Ｂ－２Ｂ－０Ｄ－０Ｄ－２辛口Ａ－２Ａ－０Ｃ－０Ｃ－２
Ａ－３Ａ－１Ｃ－１Ｃ－３
すっきりとした味わい

ブース19　（飯田）飲むと笑顔に＾＾甘口と華やか！時々濃厚ワイン特集
はブースのオススメワイン、 はバイヤーのオススメワインです。８階催場試飲オフ会会場出口付近で販売いたします。（売り切れの際はご容赦くださいませ。）

注文
NO 商品名 地域 特別価格 メモ タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

ロシュバン
ブルゴーニュ　シャルドネ　ラ　カドール　’18

フランス
ブルゴーニュ

￥3,047
［￥2,770］ 白 シャルドネ D-3 13.0％ 750㎖ 完熟果実を思わせるアロマに、穏やかな樽香がします。リッチ＆ふくよかな味わいに、バニラのニ

ュアンスを表す余韻が感じられます。熟成ポテンシャルの高いロシュバンの上級キュヴェです。
アリオネ
ママ　マンゴー NV

イタリア
ピエモンテ

￥1,958
［￥1,780］ その他・発泡 モスカート・ビアンコ A-3 6.0％ 750㎖ モスカート種のスプマンテに完熟マンゴーの天然果汁と果肉がドッキングした、

みずみずしい味わいの爽快マンゴースパークリングです。

363 カビッキオーリバロヴィエ　ピノ　シャルドネ　ブリュット NV
イタリア
ヴェネト

￥1,529
［￥1,390］ 白・発泡 ピノ・ビアンコ、シャルドネ C-3 11.0％ 750㎖ フレッシュ＆フルーティな辛口スパークリングです。デリケートな泡立ちで親しみ

やすい味わいが人気です。

364 アリオネレモンスカート NV
イタリア
ピエモンテ

￥1,958
［￥1,780］ その他・発泡 モスカート・ビアンコ A-3 6.0％ 750㎖ モスカート種のスプマンテにレモン果汁をブレンドしました。モスカートにレモンの

爽やかなアロマと味わいが魅力的なスパークリングです。

365 グランデス　ビノス　イ　ビニェードスモナステリオ　デ　ラス　ビーニャス　ガルナッチャ　ロゼ　’19
スペイン
アラゴン

￥1,100
［￥1,000］ ロゼ ガルナッチャ C-0 13.0％ 750㎖ 愛らしい淡い色合いのロゼワインです。バラの花、いちご、クリームを思わせる若 し々

い香りで潰したいちご、蜜、レモンなどみずみずしい果実味の爽やかなワインです。

366 ランベルティシャルドネ　’19
イタリア
ヴェネト

￥1,100
［￥1,000］ 白 シャルドネ C-2 12.0％ 750㎖ イキイキとした果実味にキレの良いフィニッシュです。樽のニュアンスも心地よ

い白ワインです。

367 スマロッカミュスカ　’19
スペイン
カタルーニャ

￥1,628
［￥1,480］ 白 ミュスカ C-1 12.0％ 750㎖ ペネデスで最も早く外国からの品種を取り入れ成功した生産者スマロッカが造

る、マスカットの甘い香りを持つ個性豊かな辛口ワインです。

368 ドメーヌ　デ　カサニョールグロ　マンサン　セレクション　’19
フランス
南西部

￥1,848
［￥1,680］ 白 グロ・マンサン D-2 14.0％ 750㎖ アルマニャックに使用されるグロ・マンサン種を100%使用。柑橘系とパッションフルーツ

のリッチで複雑な味わいがあります。グリーンノートも清 し々く、とても爽やかな味わいです。

369 シャトー　ボーモン　レ　ピエリエールシャトー　ボーモン　レ　ピエリエール　’18
フランス
ボルドー

￥2,068
［￥1,880］ 白 ソーヴィニヨン・ブラン、

セミヨン D-3 14.0％ 750㎖ ソーヴィニヨン・ブランはバリックの新樽、セミヨンは400リットルの大樽にて発
酵させています。柑橘系の芳香にソフトでまろやかな飲み口のワインです。

370 リスモア　ワインズフライング　キウィ　ソーヴィニヨンブラン　’20
ニュージーランド ￥2,178

［￥1,980］ 白 ソーヴィニヨン・ブラン C-2 13.0％ 750㎖ トロピカルなパッションフルーツの香りがします。爽やかな酸味と果実味のバラン
スが良く、余韻が長い白ワインです。

371 アンドレア　フェリーチヴェルディッキオ　クラッシコ　スペリオーレ　’16
イタリア
マルケ

￥2,717
［￥2,470］ 白 ヴェルディッキオ C-2 13.0％ 750㎖ キレイな酸味とミネラル、心地よい余韻が特徴です。程よい厚みとエレガンスさ

を持ち合わせ、ヴェルディッキオのポテンシャルが実感出来る一本です。

372 ジャコメッリピアナッチェ　’18
イタリア
リグーリア

￥3,916
［￥3,560］ 白 ヴェルメンティーノ C-2 13.0％ 750㎖ ミネラルのニュアンスにグレープフルーツやミントのアロマがあります。ブレのな

い旨みとフレッシュさのあるワインです。

373 ランベルティピノネーロ　’16
イタリア
ヴェネト

￥1,100
［￥1,000］ 赤 ピノ・ネーロ G-1 12.5％ 750㎖ いちごやラズベリーの華やかな香りに、冷やかで心地よい風味です。渋みも少な

く余韻もキレイな飲みやすい赤ワインです。

374 フェッリーネペルヴィニ　イ　モニーリ　’18
イタリア
プーリア

￥1,628
［￥1,480］ 赤 プリミティーヴォ G-0 13.5％ 750㎖ 産地固有の品種プリミティーヴォ100％を使用しています。美しいすみれ色に輝

く色調となめらかな飲み心地が魅力です。

375 グリューバーレッド　ペップ　ブラウアー　ツヴァイゲルト　’19
オーストリア
ニーダーエスタライヒ

￥1,848
［￥1,680］ 赤 ツヴァイゲルト G-1 12.5％ 750㎖ 「ペップ」とは「キュートな」の意味で、ベリー系の少し甘みを感じる果実味がたっ

ぷり感じられます。なめらかでスムースな口当たりが魅力的です。

376 テラノブレカベルネソーヴィニヨン　グラン　レセルバ　’18
チリ ￥2,178

［￥1,980］ 赤 カベルネ・ソーヴィニヨン H-3 14.0％ 750㎖ 収穫を抑えたカベルネ・ソーヴィニヨンから造られる最上級の赤ワインです。力
強くもきめ細かなタンニンが持ち味です。

377 コルデロ　ディ　モンテツェモロドルチェット　ダルバ　’18
イタリア
ピエモンテ

￥2,607
［￥2,370］ 赤 ドルチェット G-0 13.0％ 750㎖ 果実味がイキイキした香り高く豊かでしなやかな、とてもチャーミングなワインで

す。極上のドルチェットのひとつです。

378 ドメーヌ　デュ　モン　サン　ジャンアレアティコ　’17
フランス
コルシカ

￥2,937
［￥2,670］ 赤 アレアティコ E-0 12.5％ 750㎖ アレアティコは古く珍しい品種で、コルシカではこの生産者のみがその伝統を受

け継いでいます。ナポレオンも好んだ心地よい赤ワインです。

379 ロシュバンブルゴーニュ　ピノノワール　ラ　カドール　’18
フランス
ブルゴーニュ

￥3,047
［￥2,770］ 赤 ピノ・ノワール H-2 13.0％ 750㎖ 熟した黒果実、炒ったコーヒー豆の香りがします。適度に存在感のあるタンニンが全体を引き

締め、程よいボディ感が魅力的です。熟成ポテンシャルの高いロシュバンの上級キュヴェです。

380 コルデロ　ディ　モンテツェモロバルベーラ　ダルバ　’18
イタリア
ピエモンテ

￥3,476
［￥3,160］ 赤 バルベーラ H-1 14.5％ 750㎖ バローロの畑で造られる上質なバルベーラ！果実と花の芳香を持ち、ソフトなタ

ンニンと凝縮された果実味の力強いワインです。
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承り期間：４月２１日（水）　5月９日（日）リストの全商品は『阪神オンラインショッピング』からお申し込みいただけます。

DG◎ …ダブルゴールド
　　　　“ダイヤモンドトロフィー”
DG ……ダブルゴールド
G ………ゴールド
S ………シルバー

DG◎ …ダブルゴールド
　　　　“ダイヤモンドトロフィー”
DG ……ダブルゴールド
G ………ゴールド
S ………シルバー

SAKURA受賞

ブース20　（三国ワイン）世界の銘醸地の飲みごたえ抜群ワイン特集
はブースのオススメワイン、 はバイヤーのオススメワインです。８階催場試飲オフ会会場出口付近で販売いたします。（売り切れの際はご容赦くださいませ。）

注文
NO 商品名 地域 特別価格 メモ タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

2021年
G

ゾーニン
ベルート  アパッシメント IGT　’17

イタリア
ヴェネト州

￥2,046
［￥1,860］ 赤 コルヴィーナ、コルヴィ

ノーネ、ロンディネッラ H-3 14.5％ 750㎖ “滑らか”という意味を持ち、イタリア伝統のアパッシメント製法(ぶどうの陰干し）で造られ
ています。不要な水分がなくなり、糖度が高まり、しっかりとした果実味が感じられます。

ウンドラーガ
スパークリング ブリュット ロゼ　ＮＶ

チリ
セントラル・ヴァレー

￥1,441
［￥1,310］ ロゼ・発泡 ピノ・ノワール C-2 11.5％ 750㎖ フレッシュなラズベリーやグレープフルーツのような果実味溢れる辛口のワイン

です。デザートやアジアンフードと相性抜群です。

383 ナターレ・ヴェルガスプマンテ ブリュット　ＮＶ
イタリア
ヴェネト州

￥1,243
［￥1,130］ 白・発泡 ピノ・ビアンコ C-3 11.0％ 750㎖ エレガントなアロマと繊細な泡立ちが特徴的な、ピノ・ビアンコ100％使用の辛口

スパークリングワインです。リッチな果実味の中に心地よい苦みが感じられます。
2021年
S 384 ブヴェ・ラデュベサフィール・ソーミュール ブリュット・ヴィンテージ　’18

フランス
ロワール

￥2,464
［￥2,240］ 白・発泡 シュナン・ブラン、 シャルドネ C-3 12.5％ 750㎖ サファイアの名を持ち、クリスタルのように透明で美しい輝きのロワール産スパー

クリングワインです。バランスがよく、爽やかな酸味がエレガントさを引き出します。

385 ヴェルコープヴィーニョ・ヴェルデ ヴェルデガ ブランコ　’20
ポルトガル
ミーニョ

￥1,034
［￥940］ 白・微発泡 ローレイロ、アリント、トラジャドゥーラ C-1 11.0％ 750㎖ ポルトガルの国鳥が目印のラベルです。フレッシュでフルーティなレモン、ライムなどの味わ

いに軽快な泡やミネラル感が特徴的でフローラルさも感じられるエレガントな味わいです。

386 ボデガ・アルジェントアルジェント　トロンテス　’19
アルゼンチン
サルタ

￥1,397
［￥1,270］ 白 トロンテス C-3 12.5％ 750㎖ マスカットやライチ、桃などの甘い果実の香りにシトラスフルーツの爽やかさ、ミン

ト、ユーカリなどのハーブのニュアンスがあります。フレッシュでドライな味わいです。

387 ペーター・メルテスランドラスト　オーガニック ブラン　’19
ドイツ
ファルツ・ラインヘッセン

￥1,441
［￥1,310］ 白 ヴァイスブルグンダー

(ピノ・ブラン)、リヴァーナー C-1 12.0％ 750㎖ フルーティ＆アロマティックなドイツのオーガニック認証ワインです。クリアな果実味
と控えめな酸のバランスがよく、もぎたてのフルーツをかじったような味わいです。

388 ポール・ジャブレ・エネヴィオニエ　’19
フランス
南フランス

￥1,441
［￥1,310］ 白 ヴィオニエ C-1 13.5％ 750㎖ エキゾチックな味わいの中に桃やアプリコットのニュアンスがあります。

フレッシュでありながら、中度の厚みがあり、心地よい余韻が感じられます。

389 ウンドラーガアリウェン レセルバ ソーヴィニヨン・ブラン　’19
チリ／レイダ・ヴァレ、
マイポ・ヴァレー

￥1,540
［￥1,400］ 白 ソーヴィニヨン・ブラン C-3 13.5％ 750㎖ 注いだ瞬間から広がる柑橘系の香りと、時間がたつと白桃やメロンを思わせる香りに。

フレッシュな果実味と爽やかなハーブ、ミネラル感、ピュアな余韻が印象的です。

390 ウンドラーガシバリス グラン・レセルバ シャルドネ　’18
チリ
レイダ・ヴァレー

￥1,826
［￥1,660］ 白 シャルドネ D-3 13.5％ 750㎖ 樽熟成によるエッセンスが溶け込んだリッチな味わいに、爽やかさとマイルドさを

併せ持つしっかりとした酸味のバランスが◎。

391 ドメーヌ・アラン・ブリュモンジャルダン・ド・ブースカッセ　’15
フランス
南西地方

￥2,728
［￥2,480］ 白 プティ・クルビュ、

プティ・マンサン D-3 14.0％ 750㎖ 伝統品種プティ・クルビュ主体のフルーティな白ワインです。グレープフルーツをかじっ
たような心地よい苦みと酸味に、りんごの蜜を思わせる果実の甘みが感じられます。

392 ウンドラーガテロワール・ハンター ソーヴィニヨン・ブラン レイダ　’15
チリ
レイダ・ヴァレー

￥2,838
［￥2,580］ 白 ソーヴィニヨン・ブラン D-2 13.5％ 750㎖ 研ぎ澄まされたクリアな酸がエレガントな果実味と見事調和しています。繊細な

ミネラル感と複雑味のある余韻が長く続きます。
2021年
G 393 マッセリア・ボルゴ・デイ・トゥルッリトゥルッリ　プリミティーヴォ・サレント　’19

イタリア
プーリア州・サレント地方

￥1,177
［￥1,070］ 赤 プリミティーヴォ H-3 14.0％ 750㎖ 南イタリアならではの旨みたっぷりの果実味があります。柔らかくまろやかな口当

たりで、果実本来の甘みがエレガントに広がります。
2021年
G 394 ナターレ・ヴェルガバルベーラ パッシート　’19

イタリア
ピエモンテ州

￥1,419
［￥1,290］ 赤 バルベーラ G-0 14.0％ 750㎖ 果実の華やかな香りとチョコレートのようなニュアンスがあります。50％使用した陰

干しぶどうの凝縮感とバルベーラらしい綺麗な酸味が爽やかな味わいです。
2021年
S 395 ウンドラーガアリウェン レセルバ ピノ・ノワール　’19

チリ／カサブランカ・
ヴァレー、マイポ ヴァレー

￥1,540
［￥1,400］ 赤 ピノ・ノワール G-2 13.5％ 750㎖ さくらんぼやブラックベリーのような豊かな果実味にフレッシュな酸味が広がる、

親しみやすい味わいです。しっかりとした余韻を長く楽しめます。

396 ウンドラーガシバリス グラン・レセルバ カベルネ・ソーヴィニヨン　’18
チリ
マイポ ヴァレー

￥1,826
［￥1,660］ 赤 カベルネ・ソーヴィニヨン H-3 14.0％ 750㎖ 樹齢25年から生まれる凝縮感のあるワインです。ラズベリーやカシスのようなフルー

ティなアロマがあり、スパイスやチョコレート、杉やメンソールのようなニュアンスも。

397 モンテ・アンティコ IGT　’15 イタリア
トスカーナ州

￥1,848
［￥1,680］ 赤 サンジョヴェーゼ、メルロー、

カベルネ・ソーヴィニヨン G-2 13.0％ 750㎖ 豊かな果実味の後に来るきめ細かいタンニンが心地よいワインです。酸味との
バランスも素晴らしく、トスカーナワインらしく仕上がっています。

2021年
S 398 ビルヘン・デル・ガリアパゴス・デル・ガリア メンシア　’17

スペイン
バルデオラス

￥2,563
［￥2,330］ 赤 メンシア H-3 13.5％ 750㎖ 高い標高から生み出されるエレガントなメンシアです。フレッシュかつフルーティ

な口当たりと骨格のしっかりとしたタンニンが特徴です。

399 ジョッシュ・セラーズジンファンデル ローダイ　’19
アメリカ
カリフォルニア州

￥2,563
［￥2,330］ 赤 ジンファンデル、メルロ、 

プティ・シラー H-3 15.0％ 750㎖ 古木が多く残るAVAローダイのぶどうを使用。ブラックベリー、胡椒、バニラなど
複雑な香りがあります。チョコレートやスモーキーなニュアンスが長く続きます。

400 クラウドライン・セラーズクラウドライン　オレゴン ピノ・ノワール　’18
アメリカ
オレゴン州

￥3,674
［￥3,340］ 赤 ピノ・ノワール G-2 13.5％ 750㎖ 繊細なピノ・ノワールの生育に適しているのがオレゴン州です。いちごやラズベ

リーなどのフレッシュな果実味にほどよい酸が広がるすばらしい味わいです。
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DG◎ …ダブルゴールド
　　　　“ダイヤモンドトロフィー”
DG ……ダブルゴールド
G ………ゴールド
S ………シルバー

（味わいマトリックス）
※赤ワイン

深みがあって豊かな味わい
Ｆ－３Ｆ－１Ｈ－１ H－３

軽口Ｆ－２Ｆ－０Ｈ－０Ｈ－２重口Ｅ－２Ｅ－０Ｇ－０Ｇ－２
Ｅ－３Ｅ－１Ｇ－１Ｇ－３
渋みが少なくフルーティ

※白ワイン
飲み応えのある味わい
Ｂ－３Ｂ－１Ｄ－１Ｄ－３

甘口Ｂ－２Ｂ－０Ｄ－０Ｄ－２辛口Ａ－２Ａ－０Ｃ－０Ｃ－２
Ａ－３Ａ－１Ｃ－１Ｃ－３
すっきりとした味わい

DG◎ …ダブルゴールド
　　　　“ダイヤモンドトロフィー”
DG ……ダブルゴールド
G ………ゴールド
S ………シルバー

SAKURA受賞

ブース21　（ファインズ）世界周遊ワイン特集
はブースのオススメワイン、 はバイヤーのオススメワインです。８階催場試飲オフ会会場出口付近で販売いたします。（売り切れの際はご容赦くださいませ。） はソムリンのオススメワインです。

注文
NO 商品名 地域 特別価格 メモ タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

ドメーヌ・デ・ロッシュ・ヌーヴ
ソミュール・シャンピニー・レ・ロッシュ　’18

フランス
ロワール

￥3,630
［￥3,300］ 赤 カベルネ・フラン H-0 13.5％ 750㎖ 赤系果実の香り、洗練された酸味、滑らかな質感、上質なタンニン。カベルネ・

フランのほどよい青さが楽しめます。
ロヴァート・ヴァイル
リースリング・カビネット　’19

ドイツ
ラインガウ

￥4,378
［￥3,980］ 白 リースリング A-0 10.0％ 750㎖ 控えめで、酸味とのバランスがとれた自然由来の甘み。瑞 し々い果実の風味。

可憐さをも感じさせる、心躍るような味わいのワインです。
2021年
G 403 トレ・デル・ガルカバ・ブリュット・レセルバ　’17

スペイン
カタルーニャ

￥1,914
［￥1,740］ 白・発泡 マカベオ、パレリャーダ、

チャレッロ D-2 12.0％ 750㎖ 長期瓶熟による深みのあるボディと酸がエレガントに調和。マカベオ特有の青
りんごを思わせる爽やかな果実味を伴った、心地よい余韻が長く続きます。

404 ドメーヌ・デ・カールクレマン・ド・ロワール・ブリュット・ナチュール
フランス
ロワール

￥2,970
［￥2,700］ 白・発泡 シュナン・ブラン D-0 12.5％ 750㎖ カリンやりんごの蜜の爽やかアロマとしっかりしたミネラルを思わせる風味。

キリッとドライでアペリティフでも食中でも楽しめる万能なクレマンです。

405 カテナDV・カテナ・ナチュール
アルゼンチン
メンドーサ

￥3,245
［￥2,950］ 白・発泡 シャルドネ、ピノ・ノワール D-1 12.4％ 750㎖ シャルドネは白い花やシトラスの風味をもたらし、ピノ・ノワールからの複雑味と酸がバランス

の良い辛口に仕上げます。瓶内二次発酵由来のトースト香も加わりクリーミーな風味です。

406 アンセルモ・メンデスムロス・アンディゴス・エスコリャ　’18
ポルトガル
ミーニョ

￥1,540
［￥1,400］ 白 ロウレイロ、アヴェッソ、

アルヴァリーニョ C-2 12.5％ 750㎖ 柑橘類や桃、杏などのアロマ。瑞 し々くなめらかな口当たり。従来のヴィーニョ 
ヴェルデとは異なる辛口スティルワインです。

407 シャトー・ド・ルーケットパヴィヨン・ド・ルーケット　’15
フランス
ボルドー

￥2,178
［￥1,980］ 白 セミヨン、

ソーヴィニヨン・ブラン A-2 13.0％ 750㎖ アプリコットや西洋サンザシ、アカシアの蜂蜜などの複雑なアロマを感じ、補糖を
していないが故の天然ぶどう由来の上質な甘み。

408 シャトー・ド・ケーラ・シガラール　’16
フランス
南西地方

￥2,772
［￥2,520］ 白 シャルドネ D-1 13.0％ 750㎖ 1974年に現在のデンマーク王家の所有となりました。良く熟した洋梨、りんご、桃

などの香りに樽由来の厚みとバニラ香を感じる厚みのあるふくよかなワインです。

409 ドップ・オ・ムーランゲヴュルツトラミネール・テール・エピセ　’19
フランス
アルザス

￥2,849
［￥2,590］ 白 ゲヴュルツトラミネル B-0 14.0％ 750㎖ ゲヴュルツ（香辛料の意）の名の通り個性的な香りと味わい。ライチや濃密な

バラの花の香りを思わせる、典型的な品種の特徴を持っています。

410 ブシャール・ペール・エ・フィスブルゴーニュ・レ・コトー・デモワンヌ・ブラン　’18
フランス
ブルゴーニュ

￥2,882
［￥2,620］ 白 シャルドネ D-0 13.0％ 750㎖ 爽やかな酸味、厚みのある果実味やミネラルを感じる味わいなどの優れたコスト

パフォーマンスを実現しています。

411 チェレットモンソルド・ランゲ・ビアンコ　’18
イタリア
ピエモンテ

￥3,630
［￥3,300］ 白 リースリング B-0 12.0％ 750㎖ リースリングの聖地ドイツワインのようにわずかに糖を残したバランスが良いワイ

ンです。大きな気温差がある土地で造るからこそできる個性を発揮します。
シャトー・ジスクール
ロゼ・ド・ジスクール　’18

フランス
ボルドー

￥2,871
［￥2,610］ ロゼ カベルネ・ソーヴィニヨン、

カベルネ・フラン D-0 13.5％ 750㎖ 鮮やかで淡い色合いながら、旨みとタンニンが感じられるしっかりとした味わいのロ
ゼです。爽やかでほどよい苦味、塩味もありシンプルな料理とも合わせやすいです。

413 マッセリア・リ・ヴェリオリオン・プリミティーヴォ・サレントIGT　’18
イタリア
プーリア

￥1,804
［￥1,640］ 赤 プリミティーヴォ H-2 14.0％ 750㎖ チェリーなどのフレッシュな果実味やシナモン、ナツメグなどのスパイスのニュア

ンス。力強さもありながら滑らかな口当たりの、心地よい味わいです。

414 フランソワ・ラベピノ・ノワール　’19
フランス
プロヴァンス・コルス

￥2,112
［￥1,920］ 赤 ピノ・ノワール H-0 12.0％ 750㎖ 濃厚だが洗練された果実味を感じる味わいはブルゴーニュでもニューワールドでもな

いネオクラシックで近年高騰するブルゴーニュを考えると圧巻のコスパワインです。

415 シャトー・ピエルボンシャトー・ピエルボン　’08
フランス
ボルドー

￥2,310
［￥2,100］ 赤 カベルネ・ソーヴィニヨン、

メルロ、プティ・ヴェルド H-2 13.0％ 750㎖ 果実味豊かで酸とのバランスがよく、腐葉土のニュアンスがありほどよい熟成感を楽
しめます。ジューシーかつ凝縮感があり、複雑味と果実のアロマを感じる余韻です。

416 シャトー・サン・ミッシェルコロンビアヴァレー・カベルネ・ソーヴィニヨン　’17
アメリカ
ワシントン

￥2,717
［￥2,470］ 赤 カベルネ・ソーヴィニヨン、

シラー、ムールヴェードル H-1 13.5％ 750㎖ ワシントンの凝縮感あるぶどうを、楽しみやすいスタイルに仕上げたワインです。
複雑さと構成力、シルキーなタンニンが魅力です。

417 ルパート＆ロートシルトクラシック　’16
南アフリカ
ウェスタンケープ

￥2,750
［￥2,500］ 赤 メルロ、カベルネ・ソーヴィ

ニヨン、カベルネ・フラン H-0 13.5％ 750㎖ カシスやプラム、シダーや黒鉛のニュアンスがある香り。爽やかなブルーベリーなど
の香りと、なめらかで豊富なタンニンがあり、余韻も長く続きます。

418 シャトー・ラヴィヨットシャトー・ラヴィヨット　’02
フランス
ボルドー

￥3,135
［￥2,850］ 赤 カベルネ・ソーヴィニヨン、

メルロ、プティ・ヴェルド H-3 12.5％ 750㎖ 果実のニュアンスに、香ばしいトーストやスパイスなどの複雑なアロマ。味わい
は親しみやすく程よいボディと構成が感じられ、タンニンも滑らかな味わい。

419 アルバロ・パラシオスカミンス・デル・プリオラート　’18
スペイン
カタルーニャ

￥3,443
［￥3,130］ 赤 ガルナッチャ、カリニャン、シラー、

カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロ H-1 14.5％ 750㎖ カシスやローストしたベリー系果実のニュアンス、スパイスなど複雑で力強いア
ロマ。ラベルはこの地の家庭に伝わる刺繍をモチーフにしました。

2021年
G 420 カテナアンヘリカ・サパータ・マルベック　’16

アルゼンチン
メンドーサ

￥5,104
［￥4,640］ 赤 マルベック H-3 13.5％ 750㎖ 熟した赤系、黒系果実と繊細な花、バニラやモカの香り。リッチで凝縮感のある

味わい。
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承り期間：４月２１日（水）　5月９日（日）リストの全商品は『阪神オンラインショッピング』からお申し込みいただけます。

DG◎ …ダブルゴールド
　　　　“ダイヤモンドトロフィー”
DG ……ダブルゴールド
G ………ゴールド
S ………シルバー

DG◎ …ダブルゴールド
　　　　“ダイヤモンドトロフィー”
DG ……ダブルゴールド
G ………ゴールド
S ………シルバー

SAKURA受賞

ブース22　（エノテカ）家飲みおすすめ！！お料理とあわせたいワイン特集
はブースのオススメワイン、 はバイヤーのオススメワインです。８階催場試飲オフ会会場出口付近で販売いたします。（売り切れの際はご容赦くださいませ。） はソムリンのオススメワインです。

注文
NO 商品名 地域 特別価格 メモ タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

シレーニ・エステート
セラー・セレクション・ソーヴィニヨン・ブラン　’20

ニュージーランド
マールボロ

￥1,804
［￥1,640］ 白 ソーヴィニヨン・ブラン、

セミヨン C-0 13.0％ ７５０㎖ クリーンで真っ直ぐなフルーツの味わいが口いっぱいに広がり、酸が果実味を引き立てています。普
段の食卓で気軽に楽しんでいただきたい1本です。【おすすめ料理】お刺身、チキンの香草焼き

2021年
S

トーレス
ヴィ－ニャ・エスメラルダ　’19

スペイン
カタルーニャ

￥1,518
［￥1,380］ 白 モスカテル、

ゲヴュルツトラミネル C-0 11.5％ ７５０㎖ エメラルドに輝く地中海をイメージして造る白ワイン。華やかかつフルーティな、リラック
スした味わいです。【おすすめ料理】生春巻き、シーフードのマリネ、ロースト・ポーク

423 オーバーストーンスパ－クリング・ソ－ヴィニヨン・ブラン NV
ニュージーランド
ホークス・ベイ

￥1,694
［￥1,540］ 白・発泡 ソーヴィニヨン・ブラン C-0 11.０％ ７５０㎖ フレッシュかつピュアな果実味が楽しめる、清涼感溢れる味わいとフルーティな香り。

食事を選ばない親しみやすい仕上がりです。【おすすめ料理】シーフード全般、蒸し鶏

424 クロ・モンブランプロジェクト・クアトロ・カヴァ・プレミアム・レゼルヴァ　’16
スペイン
カタルーニャ

￥2,090
［￥1,900］ 白・発泡 マカベオ、チャレッロ、 

パレリャーダ、シャルドネ D-3 11.5％ ７５０㎖ シャンパーニュを思わせるきめ細かな泡立ちと、凛とした上品な酸味が素晴らしい1
本。高級感を感じさせる味わい。【おすすめ料理】天ぷら、ムニエル 、ポテトグラタン

425 モンテニーザマルケーゼ・アンティノリ・ブラン・ド・ブラン　ＮＶ
イタリア
ロンバルディア

￥3,498
［￥3,180］ 白・発泡 シャルドネ、ピノ・ビアンコ C-2 12.5％ ７５０㎖ りんごや白桃の甘酸っぱいアロマに、白い花のニュアンス。いきいきとした果実味

と、フレッシュな酸味が特徴です。【おすすめ料理】白身魚のカルパッチョ、サラダ

426 バロン・フィリップ・ド・ロスチャイルド・マイポ・チリ
エスク－ド・ロホ・レゼルヴ・シャルドネ　’19

チリ
カサブランカ・ヴァレー

￥1,804
［￥1,640］ 白 シャルドネ D-3 14.0％ ７５０㎖ フレッシュな果実のアロマに、樽熟成に由来する香りが豊か、ボリューム感と上品さの

バランスが絶妙です。【おすすめ料理】スモークサーモン、ホタテのバター醤油ソテー

427 トリンバックピノ・ブラン　’18
フランス
アルザス

￥2,178
［￥1,980］ 白 オーセロワ、 

ピノ・ブラン C-0 13.0％ ７５０㎖ 白桃やりんごをかじったようなフレッシュでジューシーな果実味、ふくよかなボディ
は、お肉の脂ともよく合います。【おすすめ料理】ポークソテー、サラダ

428 トリンバックリ－スリング　’18
フランス
アルザス

￥2,178
［￥1,980］ 白 リースリング C-2 13.0％ ７５０㎖ ぶどう本来の生き生きした果実味を持つ非常に芳醇な仕上がりで、ドライな飲み口と

繊細な香りが絶妙なバランスに整えられています。【おすすめ料理】お寿司、お刺身

429 カイケンカイケン・ウルトラ・シャルドネ　’18
アルゼンチン
メンドーサ

￥2,354
［￥2,140］ 白 シャルドネ D-3 14.0％ ７５０㎖ トロピカルフルーツのアロマが魅力のリッチな味わい。果実の旨みがギュッと詰まっ

た凝縮感とクリーミーで滑らかな舌触りです。【おすすめ料理】ムニエル、グラタン
レ・ゼリティエ・デュ・コント・ラフォン
マコン・ヴィラージュ　’19

フランス
ブルゴーニュ

￥3,300
［￥3,000］ 白 シャルドネ D-2 13.0％ ７５０㎖ ムルソーの巨人コント・ラフォンが情熱を注ぐアペラシオン。柑橘系のアロマと、

溢れんばかりの瑞 し々い果実味が魅力。【おすすめ料理】生ハムのサラダ、天ぷら

431 ミゲル・トーレス・チリサンタ・ディグナ・カベルネ・ソ－ヴィニヨン・ロゼ・レゼルヴァ・スペシャル・エディション　’19
チリ
セントラル・ヴァレー

￥1,694
［￥1,540］ ロゼ カベルネ・ソーヴィニヨン E-0 13.5％ ７５０㎖ フレッシュでしっかりとした果実味。全体のバランスが取れており、様ざまなお料

理との相性も抜群です。【おすすめ料理】豚しゃぶ、鶏肉のから揚げ、ガパオ

432 トルマレスカネプリカ・ネグロアマーロ　’19
イタリア
プーリア

￥1,518
［￥1,380］ 赤 ネグロアマーロ H-1 14.0％ ７５０㎖ 凝縮感のある果実味とフレッシュな酸味のバランスが心地よく、タンニンも柔らか。果実味

とフローラルさが魅力の1本です。【おすすめ料理】焼き鳥、デミグラスソースのハンバーグ
2021年
S 433 バロン・フィリップ・ド・ロスチャイルドムートン・カデ・ルージュ　’17

フランス
ボルドー

￥1,562
［￥1,420］ 赤 メルロ、カベルネ・ソーヴィ

ニヨン、カベルネ・フラン H-2 13.0％ ７５０㎖ 格付１級シャトーが造るカジュアルな赤ワイン。果実の凝縮感を高めた、リッチな
スタイルをお楽しみいただけます。【おすすめ料理】ビーフシチュー、豚の香草焼き

434 サン・コムコート・デュ・ローヌ・ルージュ　’19
フランス
コート・デュ・ローヌ

￥1,892
［￥1,720］ 赤 シラー H-3 14.5％ ７５０㎖ 黒系果実のアロマに、黒胡椒やバラのようなニュアンス。ローヌ南部のシラーな

らではの果実味と力強さが楽しめます。【おすすめ料理】生ハム、焼き鳥
2021年
S 435 ジェラール・ベルトランドメーヌ・ド・ヴィルマジュー・ルージュ　’18

フランス
ラングドックルーション

￥2,178
［￥1,980］ 赤 カリニャン、シラー、 

グルナッシュ H-3 14.5％ ７５０㎖ 南仏を代表する3品種から醸し出される、旨味とスパイシーさがぎゅっと詰まった
赤ワイン。【おすすめ料理】焼き肉、タンドリーチキン

2021年
DG◎ 436 トーレスサン・ヴァレンティン・ガルナッチャ　'19

スペイン
カタルーニャ

￥1,518
［￥1,380］ 赤 ガルナッチャ主体 H-2 14.5% ７５０㎖ ジューシーで凝縮感のある果実味が印象的なチャーミングな味わいのワインで

す。【おすすめ料理】チキンの煮込み、焼き鳥

437 バロン・フィリップ・ド・ロスチャイルドムートン・カデ・レゼルヴ・メドック　’16
フランス
ボルドー

￥2,640
［￥2,400］ 赤 メルロ、

カベルネ・ソーヴィニヨン H-3 13.5％ ７５０㎖ 格付１級シャトーが手掛ける、ムートン・カデの上級シリーズ。厚みのある果実
味と複雑なニュアンスが魅力。【おすすめ料理】ビーフシチュー、すき焼き

438 トルマレスカトルチコーダ　’１７
イタリア
プーリア

￥3,212
［￥2,920］ 赤 プリミティーヴォ H-3 14.5％ ７５０㎖ 土着品種であるプリミティーヴォを100％使用した、凝縮感のある華やかな赤ワ

イン。【おすすめ料理】赤身肉のステーキ、牛肉の赤ワイン煮込み
サッシカイア
レ・ディフェーゼ　’18

イタリア
トスカーナ

￥3,674
［￥3,340］ 赤 カベルネ・ソーヴィニヨン、

サンジョヴェーゼ H-3 14.0％ ７５０㎖ サッシカイアの美学が詰め込まれた、トスカーナらしい気品に溢れる1本。滑らか
な質感がもたらす優美なスタイル。【おすすめ料理】ビーフシチュー、トマト煮込み

2021年
G 440 ガヤカ・マルカンダ・プロミス　’18

イタリア
トスカーナ・ボルゲリ

￥4,708
［￥4,280］ 赤 メルロ、シラー、 

サンジョヴェーゼ H-3 14.０％ ７５０㎖ メルロを主体に、シラー、サンジョヴェーゼを加えた珍しいブレンドで、果実味が
際立つ、厚みのある味わいです。【おすすめ料理】ローストビーフ、メンチカツ

421

422

430

439



DG◎ …ダブルゴールド
　　　　“ダイヤモンドトロフィー”
DG ……ダブルゴールド
G ………ゴールド
S ………シルバー

（味わいマトリックス）
※赤ワイン

深みがあって豊かな味わい
Ｆ－３Ｆ－１Ｈ－１ H－３

軽口Ｆ－２Ｆ－０Ｈ－０Ｈ－２重口Ｅ－２Ｅ－０Ｇ－０Ｇ－２
Ｅ－３Ｅ－１Ｇ－１Ｇ－３
渋みが少なくフルーティ

※白ワイン
飲み応えのある味わい
Ｂ－３Ｂ－１Ｄ－１Ｄ－３

甘口Ｂ－２Ｂ－０Ｄ－０Ｄ－２辛口Ａ－２Ａ－０Ｃ－０Ｃ－２
Ａ－３Ａ－１Ｃ－１Ｃ－３
すっきりとした味わい

DG◎ …ダブルゴールド
　　　　“ダイヤモンドトロフィー”
DG ……ダブルゴールド
G ………ゴールド
S ………シルバー

SAKURA受賞

ブース23　（モトックス）しっかりした味わい派にピッタリ！世界の濃厚ワイン特集
はブースのオススメワイン、 はバイヤーのオススメワインです。８階催場試飲オフ会会場出口付近で販売いたします。（売り切れの際はご容赦くださいませ。）

注文
NO 商品名 地域 特別価格 メモ タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

アジィエンダ・アグリコーラ・コンティ・ゼッカ
ドンナ・マルツィア　カベルネ・ソーヴィニヨン　オーク樽熟成　’１８

イタリア
プーリア

￥1,320
［￥1,200］ 赤 カベルネ・ソーヴィニヨン、

ネグロアマーロ H-2 13.5％ 750㎖ しっかりとした、濃いルビー色。熟した赤果実のニュアンスとバニラやスパイスの香
り。豊かな果実味、樽の風味、タンニンが柔らかく余韻とともに心地よく広がります。

サンテロ
ピノ　ロゼ　フラワーボトル　NV

イタリア
ピエモンテ

￥1,144
［￥1,040］ ロゼ・発泡 ピノ・ビアンコ、ピノ・ネロ C-0 11.5％ 750㎖ まるでお花のようなアロマとチャーミングな果実味。グラスに注いでも鮮やかな

色合いは食卓を華やかに彩る辛口ロゼスプマンテです。

443 サンテロ天使のアスティ　NV
イタリア
ピエモンテ

￥1,232
［￥1,120］ 白・発泡 モスカート・ビアンコ A-0 7.5％ 750㎖ マスカットの華やかな香りと爽やかな風味を持つ甘口の発泡酒です。優しい味

わいで、女性を中心に世界的に人気があります。

444 アデレード・ワイン・エステイトカリントン・グレース　スパークリング　シラーズ　NV
オーストラリア
サウス・オーストラリア

￥1,276
［￥1,160］ 赤・発泡 シラーズ主体 A-1 13.5％ 750㎖ シラーズから造るコクのあるスパークリングワイン。ブラックチェリーやベリーの果実味と

シラーズならではのスパイシーなフレーバー。心地よい甘さを持つ癖になる味わいです。

445 メディチ・エルメーテフェルメント　’１９
イタリア
エミリア・ロマーニャ

￥2,112
［￥1,920］ 赤・微発泡 ランブルスコ・ディ・ソルバーラ D-0 11.0％ 750㎖ ランブルスコの中でもソルバーラと呼ばれる種類のぶどうは酸味が豊富です。フロー

ラルな香り、アセロラなどの爽やかな果実味が感じられるフレッシュな味わいです。

446 アジィエンダ・アグリコーラ・コンティ・ゼッカ
ドンナ・マルツィア　シャルドネ　オーク樽熟成　’１９

イタリア
プーリア

￥1,100
［￥1,000］ 白 シャルドネ、

マルヴァジーア・ビアンカ D-0 1３.5％ 750㎖ 香り、味わいともに華やかでフルーティな印象です。ほんのりと感じる木樽のニ
ュアンス、心地良い苦味がデリケートかつエレガントな味わいを演出しています。

447 バートン・ヴィンヤーズメタル　クラシック　シャルドネ　’１９
オーストラリア
サウス・オーストラリア

￥1,100
［￥1,000］ 白 シャルドネ D-0 13.5％ 750㎖ グレープフルーツやパイナップル、白いバラのようなアロマと心地よいオーク香。

レモンやカシューナッツの風味も現れ、ソフトでクリーミーな口当たりが特徴です。

448 ゲブリューダー・シュテッフェンピースポーター　シュペートレーゼ　’１９
ドイツ
モーゼル

￥1,320
［￥1,200］ 白 リースリング A-0 8.5％ 750㎖ ピースポート村を代表する畑「ミヒェルスベルク」の遅摘みワインです。スッキリと

した甘みとフレッシュでフルーティな風味が特徴です。

449 ヴィル・ブドゥレアスカプレミアム　フュメ　’１９
ルーマニア
ムンテニア

￥1,540
［￥1,400］ 白 シャルドネ、ソーヴィニヨン・

ブラン、ピノ・グリ D-0 13.5％ 750㎖ カリンやトロピカル・フルーツの果実味にオーク樽の繊細なタッチ。パッションフルーツのク
リーミーなニュアンスに凝縮感のあるバランスの取れた味わい。長い余韻が楽しめます。

450 バートン・ヴィンヤーズメタル　デュリフ　’１９
オーストラリア
ニュー・サウス・ウェールズ

￥1,100
［￥1,000］ 赤 デュリフ主体 H-0 14.5％ 750㎖ デュリフ主体の珍しい赤。スミレやブラックベリー、チョコレートのアロマと濃厚なブラ

ックベリーやアニス、シナモン、スモーキーな要素もある存在感抜群のワインです。

451 アジィエンダ・アグリコーラ・コンティ・ゼッカ
トレ・グラッポリ　’１９

イタリア
プーリア

￥1,100
［￥1,000］ 赤 ネグロアマーロ、プリミティーヴォ、

カベルネ・ソーヴィニヨン H-1 1３.0％ 750㎖ プーリア州の老舗ワイナリー、コンティ・ゼッカが最も得意とする３つの黒ぶどう品種
を見事にブレンドして造られた自信作。様ざまな赤黒果実の香りが豊かに広がります。

452 カンティーナ・ディオメーデラーマ・ディ・ピエトラ　ネーロ・ディ・トロイア　’１９
イタリア
プーリア

￥1,232
［￥1,120］ 赤 ネーロ・ディ・トロイア

(ウーヴァ・ディ・トロイア) H-1 13.0％ 750㎖ いちごや黒果実のジャム、スミレの豊かな香り、甘味のある濃厚な果実味と新鮮
で上品な酸味、細やかで豊富なタンニンがあり、余韻では果実香が続きます。

453 ボデガス・エグーレンメルセデス・エグーレン　カベルネ　’１８
スペイン
カスティーリャ・ラ・マンチャ

￥1,188
［￥1,080］ 赤 カベルネ・ソーヴィニヨン H-0 13.0％ 750㎖ オーナー一族の女性メルセデスのアイデアで生まれたワイン。彼女のように「エ

ネルギッシュでエレガント」な味わいのワインには自らの名前が付けられました。

454 ヴィル・ブドゥレアスカプレミアム　フェテアスカ・ネアグラ　’１６
ルーマニア
ムンテニア

￥1,540
［￥1,400］ 赤 フェテアスカ・ネアグラ H-1 14.5％ 750㎖ 熟したブラックベリーに黒コショウ、クローヴの香り。力強いカシスの果実味にシ

ルキーなタンニンが感じられます。

455 アイアンストーン・ヴィンヤーズアイアンストーン　ジンファンデル　’１８
アメリカ
カリフォルニア

￥1,628
［￥1,480］ 赤 ジンファンデル主体 H-2 14.5％ 750㎖ バランス感が素晴らしいジンファンデル。ラズベリーやブラックペッパーのスパイシー

な風味と程よいオーク香、バニラ香を持つ、複雑かつ奥行きのある赤ワインです。

456 サン・マルツァーノタロ　プリミティーヴォ・ディ・マンドゥーリア　’１８
イタリア
プーリア

￥1,760
［￥1,600］ 赤 プリミティーヴォ H-3 14.0％ 750㎖ ブラックベリーやプルーンなどの黒果実系のアロマに、カカオやバニラのアクセ

ント、ビロードの様な滑らかな口当たりが特徴です。

457 プロヴィンコ　イタリアシデレウス　’１６
イタリア
トスカーナ

￥1,848
［￥1,680］ 赤 サンジョヴェーゼ、

メルロ、シラー H-1 14.0％ 750㎖ スミレや熟したプラム、赤スグリの香りにスパイスの香りがほのかに広がる。凝縮し
たしっかりとした果実味に、それを支える酸味があるため、バランスの良い味わい。

458 デリカート・ファミリー・ヴィンヤーズナーリー・ヘッド　１９２４　ダブル・ブラック　’１８
アメリカ
カリフォルニア

￥2,024
［￥1,840］ 赤 ジンファンデル主体、

メルロ、ルビーレッド、シラー H-2 15.0％ 750㎖ 禁酒法が制定された時代から栽培されてきた古木のジンファンデルを主体に造
られるカリフォルニアブレンド。濃厚濃縮系で飲み応え抜群の赤ワインです。

2021年
G 459 サン・マルツァーノコレッツィオーネ・チンクアンタ＋４　NV

イタリア
プーリア

￥2,640
［￥2,400］ 赤 ネグロアマーロ、

プリミティーヴォ H-2 14.5％ 750㎖ ワイナリー50周年を記念して造られ始めた特別なワイン。ブラックベリーやプルーンの様
な果実味、スパイス、バニラや甘草などのアクセント。滑らかで長い余韻が楽しめます。

460 フィオール・ディ・ソルフォー・スター　ナパ・ヴァレー　カベルネ・ソーヴィニヨン　’１８
アメリカ
カリフォルニア

￥3,168
［￥2,880］ 赤 カベルネ・ソーヴィニヨン H-2 13.9％ 750㎖ 黒カシスやダークベリー、ザクロに加えてタバコやナツメグのアロマ。リッチなブラッ

クベリーやバニラの風味を持ち、タンニンは上品で長い余韻を優雅に演出します。
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承り期間：４月２１日（水）　5月９日（日）リストの全商品は『阪神オンラインショッピング』からお申し込みいただけます。

ブース24　（日本酒類販売）さまざまなブドウ品種と「ピノ・ノワール」飲み比べ特集
はブースのオススメワイン、 はバイヤーのオススメワインです。８階催場試飲オフ会会場出口付近で販売いたします。（売り切れの際はご容赦くださいませ。）

注文
NO 商品名 地域 特別価格 メモ タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

ラベントス社
ラベントス　ブラン　ド　ブラン　’17

スペイン
ペネデス

￥2,354
［￥2,140］ 白・発泡 チャレッロ、マカベオ、 

パレリャーダ C-2 12.0％ 750㎖ 青りんご系の爽やかな香りにフレッシュなハーブ香、ミネラルのニュアンスも感じ
られます。味わいは繊細な泡立ちにフルーティな酸が感じられます。

シュフマン
シュフマン　ルカツィテリ　’19

ジョージア
カヘッティ

￥1,562
［￥1,420］ 白 ルカツィテリ C-2 13.0％ 750㎖ ルカツィテリはジョージア発祥の地で最古の品種として認識されています。りん

ごやアプリコット、桃の香りとやわらかな酸が特徴的なワインです。

463 カラブリア・ファミリー・ワインズディーキン・エステート　モスカート　’20
オーストラリア
ヴィクトリア

￥968
［￥880］ 白・微発泡 マスカット・ ゴルド・ブランコ A-2 6.0％ 750㎖ 低アルコールと微発泡が、爽やかでフレッシュな味わいを作り出し、甘口の味わ

いで様ざまなシチュエーションでお楽しみいただけます。

464 ディスティレリア　ボッテガアカデミア　モスカート　NV
イタリア
ヴェネト

￥1,408
［￥1,280］ 白・発泡 モスカート・ジャッロ A-3 6.5％ 750㎖ 蜂蜜を思わせる爽やかな甘みと、酸味、ミネラル感の絶妙なバランスです。オレ

ンジの花、セージを思わせる爽やかなアフターテイストを感じます。

465 デレゲート・ワインエステートオイスターベイ　マールボロ　ソーヴィニヨン・ブラン　’20
ニュージーランド
マールボロ

￥2,200
［￥2,000］ 白 ソーヴィニヨン・ブラン C-1 13.0％ 750㎖ ニュージーランドの冷涼な気候の中で栽培され、パッションフルーツやトロピカ

ルフルーツの豊かで新鮮な香りと、キリッとした歯切れのよい辛口ワインです。

466 シャプティエマリウス　ヴィオニエ　’19
フランス
ラングドック・ルーション

￥1,848
［￥1,680］ 白 ヴィオニエ D-3 14.0％ 750㎖ 洋ナシや桃、白いバラのような花の香り。口あたりが良く、香りが高く、ふくよかさ

も兼ね備えているため、食前から食中、またワイン単体でも楽しめます。

467 ジーメックスレ・ジャメル　シャルドネ　’19
フランス
ラングドック・ルーション

￥1,430
［￥1,300］ 白 シャルドネ C-3 13.5％ 750㎖ アプリコットと洋ナシの香り、ヘーゼルナッツと白い花の香り、そしてわずかにバ

ターのような後味。長い余韻を感じられる複雑でバランスの取れたワインです。

468 ノシオ社メッツァコロナ　プレステージ　ピノ・グリージョ　’19
イタリア
トレンティーノ・アルト・アディジェ

￥1,177
［￥1,070］ 白 ピノ・グリージョ C-2 12.5％ 750㎖ アロマティックな香りと、爽快感のあるスッキリとした味わいでグリーンアップル、

ミネラル、蜂蜜を思わせる豊かな香りがあります。食中酒として最適です。

469 テッレディサヴァノッテロッサ　フィアーノ 　’20
イタリア
プーリア

￥1,309
［￥1,190］ 白 フィアーノ C-2 12.0％ 750㎖ ふくよかな花のような香りで、新鮮なトロピカルフルーツのニュアンスも感じられ

ます。味わいはなめらかで、酸が高く、余韻も十分に楽しめるワインです。

470 マルキドゥグーレーヌ社マルキ　ド　グーレーヌ　ピノ・ノワール　’19
フランス
ロワール

￥1,122
［￥1,020］ 赤 ピノ・ノワール E-1 11.5％ 750㎖ 濃いルビー色で、赤い果実やフルーツ、スパイスの混じり合った香りが広がります。

471 ウィンガラ社ディーキン・エステート　ピノ・ノワール　’19
オーストラリア
ヴィクトリア

￥968
［￥880］ 赤 ピノ・ノワール E-2 14.0％ 750㎖ コスパの高いピノ・ノワールです。ストロベリーやラズベリー系の果実味溢れる

香り、繊細さもありながらしっかりした味わいに仕上がっています。

472 ジーメックスレ・ジャメル　ピノ・ノワール ’19
フランス
ラングドック・ルーション

￥1,430
［￥1,300］ 赤 ピノ・ノワール G-0 13.0％ 750㎖ 長くてリッチな、砕いた赤いフルーツ（ラズベリー、チェリー）とジャミープラムのフ

レーバーが丸みのあるタンニンによってサポートされています。

473 Ｅ＆Ｊガロ社ティズデイル　ピノ・ノワール　NV
アメリカ
カリフォルニア

￥968
［￥880］ 赤 ピノ・ノワール E-1 12.5％ 750㎖ ミディアムな飲み口で柔らかいタンニンがあり、微かにスパイスのニュアンスをお

楽しみいただけるピノ・ノワールです。

474 ジャンクロードボワセ社ジャン・クロード・ボワセ　ブルゴーニュ　ピノ・ノワール　’18
フランス
ブルゴーニュ

￥2,497
［￥2,270］ 赤 ピノ・ノワール H-0 13.0％ 750㎖ フレンチオークで16ヵ月熟成。アロース・コルトン、ジュヴレ・シャンベルタンなどをブレンド

し熟したチェリーなどの香りがあります。熟したタンニンとミネラルを感じられるワインです。

475 テッレディサヴァノッテロッサ　プリミティーヴォ ’20
イタリア
プーリア

￥1,309
［￥1,190］ 赤 プリミティーヴォ H-2 13.5％ 750㎖ カシス、白コショウなどのスパイス、ローズマリーやバニラのニュアンスも感じられ

ます。フルボディではあるが、なめらかでバランスがよく心地いいワインです。

476 コドルニウ社ボデガス・ビルバイナス　エデラ　クリアンサ　’17
スペイン
リオハ

￥1,144
［￥1,040］ 赤 テンプラニーリョ G-2 13.5％ 750㎖ 調和のとれたガーネットチェリーとすみれ色をしています。熟した果実とシナモンのアロマ

です。やさしい舌触りで程よい長さの余韻でクリアンサの特徴が良く表されています。

477 ペニャフロール　グループ社サンタ・アナ　レゼルヴ　マルベック　　’18
アルゼンチン
メンドーサ

￥1,243
［￥1,130］ 赤 マルベック H-2 13.5％ 750㎖ 赤みがかった紫の色調です。プラムやブラックベリーの甘いアロマに、かすかにバニラ

香が心地よいです。ビロードのような舌触り、柔らかいタンニンと長い余韻が残ります。

478 カロリーナ・ワイン・ブランズ社ニンブス　カベルネ　ソーヴィニヨン　’17
チリ
セントラル・ヴァレー

￥1,925
［￥1,750］ 赤 カベルネ・ソーヴィニヨン H-3 14.0％ 750㎖ スグリや花々のソフトな香りが感じられます。カシスやチョコレートをはじめ、杉のような

木のニュアンスも感じられます。滑らかなタンニンで、フィニッシュはとても上品です。

479 シュフマンシュフマン　サペラヴィ　’19
ジョージア
カヘッティ

￥1,628
［￥1,480］ 赤 サペラヴィ G-2 13.0％ 750㎖ ブルーベリー、ブラックチェリー、カシスのような香りです。高い酸としっかりしたタ

ンニン、フルボディです。熟成の可能性を十分に感じられます。

480 ペニャフロール　グループ社サンタ・アナ　レゼルヴ　カベルネ・ソーヴィニヨン　’17
アルゼンチン
メンドーサ

￥1,342
［￥1,220］ 赤 カベルネ・ソーヴィニヨン H-1 13.5％ 750㎖ 口の中に含むとバランスの良さや成熟したタンニンの特質を感じられる圧巻の

コストパフォーマンスです。
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※表示価格は、消費税を含んだ税込価格です。
※20歳以上の年齢であることを確認できない場合には、酒類の試飲や販売をいたしません。飲酒運転は法律で禁止されております。

各ブース紹介

ワイン愛好家においしいワインを
提供するため、世界各地の銘柄を
試飲し、その本数は年間で3万本弱
にものぼる。
ソムリンのオススメワイン動画は
「阪神オンライン大ワイン祭」
ホームページからチェック！

ソムリンのオススメワイン動画は
「阪神オンライン大ワイン祭」
ホームページからチェック！

ソムリン

ワインリストの★印は「ブースのオススメワイン」、●印は「バイヤーのオススメワイン」、
◆印は「ソムリンのオススメワイン」です。
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「Japan Winery Award 2020 五つ星ワイナリー」
泡からデザートワインまで大集合！
フルーツ王国・山形で造られるワイン特集
［高畠ワイナリー］

Japan Women's Wine Awards
"SAKURA" 過去受賞ワイン特集 

おうち時間を楽しむ
伝統国のワイン特集
［徳岡］

おうち時間を楽しむ
伝統国のワイン特集
［徳岡］

オススメを飲んで納得！！ 
欧州コスパワイン特集
［オーバーシーズ］

イタリア専門商社がオススメ！
今飲みたいイタリアワイン特集
［モンテ物産］

家飲みを豊かに！
ハイコスパフランスワイン特集
［三陽物産］

フランスワインラバーズに捧げる
一押しワイン特集
［ベリータ］

オーストラリア・ニュージーランドを
中心とした、飲みごたえのあるワイン特集
［GRN］

ブドウ名産地より　
食卓に寄り添うワイン特集
［モンデ酒造］

写真で映える！色にラベルに
かわいいおすすめワイン特集
［モトックス］

迷ったらコレ！
ソムリエ厳選おすすめワイン特集　
［モトックス］

ソムリエ厳選スペイン・イタリア・
フランス銘醸地ワイン特集 
［三国ワイン］

甘口から辛口まで
ドイツのこだわり生産者特集
［稲葉］

甘口から辛口まで
ドイツのこだわり生産者特集
［稲葉］

こだわり生産者の
スタンダード＆プレミアムワイン特集
［稲葉］

春に飲みたいイタリアワイン特集
［メモス］

世界の銘醸地より厳選！
濃旨ワイン特集
［国分］

南アフリカワインの魅力満載！
コストパフォーマンスワイン特集！
［マスダ］

飲むと笑顔に 甘口と華やか！
時々濃厚ワイン特集
［飯田］

飲むと笑顔に 甘口と華やか！
時々濃厚ワイン特集
［飯田］

世界の銘醸地の
飲みごたえ抜群ワイン特集
［三国ワイン］

ソムリエ以上の資格
“WSETディプロマ”が全セレクトの
注目ポルトガルワイン特集
［ポルトガル・トレード］
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世界周遊ワイン特集
［ファインズ］

しっかりした味わい派にピッタリ！
世界の濃厚ワイン特集
［モトックス］

しっかりした味わい派にピッタリ！
世界の濃厚ワイン特集
［モトックス］

さまざまなブドウ品種と
「ピノ・ノワール」飲み比べ特集　
［日本酒類販売］

家飲みおすすめ！！
お料理とあわせたいワイン特集
［エノテカ］
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世界の濃厚ワイン特集
［モトックス］

しっかりした味わい派にピッタリ！
世界の濃厚ワイン特集
［モトックス］

さまざまなブドウ品種と
「ピノ・ノワール」飲み比べ特集　
［日本酒類販売］

家飲みおすすめ！！
お料理とあわせたいワイン特集
［エノテカ］


