
ワイン ご注文商品リスト

お届けには通常よりお時間を頂戴しております。準備が整い次第お送りいたします。ご了承くださいませ。

◎このリストの商品は「阪神オンラインショッピング」でのみお申込みいただけます。
　1階：リカーワールドでは承れません。また価格も、「阪神オンラインショッピング」専用価格となっております。
◎各種カードでの特別価格から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600銘柄が大集合!

このリストの全商品をお申込みいただけます。◎配送のみ承ります。（代金着払いはございません。） 
パソコン・スマートフォンから、最大30種類のワインが一括注文できます。

承り期間：4月29日（水・祝）ー〉5月9日（土）全国どこでも送料330円

阪神大ワイン祭 WEB催場オンラインショッピング限定



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

ブース�　（日欧商事）イタリア周遊　この季節に飲みたいデイリーワイン特集
はブースのオススメ商品です
注文
NO 商品名 地域 特別価格 ご注文数 タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

1 ペルリーノ
グランドロイヤル　キュヴェ　ブリュット　NV

イタリア
ピエモンテ

￥1,034
［￥940］ 白・発泡 トレッビアーノ、シャルドネ、ピノ・ビアンコ C-2 11.0％ 750㎖ 細かい泡が長く続き、フレッシュで、軽く心地よい熟れた果実の余韻が長く続き

ます。バランスのとれた酸味が心地よいスパークリングワインです。

2 トスティ
アスティ　トスティ　NV

イタリア
ピエモンテ

￥1,353
［￥1,230］ 白・発泡 モスカート A-2 7.0％ 750㎖ アロマティックな香り、エレガントな果実を想わせるフレッシュな香り。細かく豊かな泡が非常に心地よく、爽やかな甘

みと鮮明な味わいが非常に良いバランスです。余韻にぶどう特有のアロマが感じられるスパークリングワインです。

3 トスティ
トスティ　モスカート　ピンク　NV

イタリア
ピエモンテ

￥1,353
［￥1,230］ ロゼ・発泡 モスカート、フレイザ B-2 7.0％ 750㎖ 果実の香りが特徴で非常にアロマティックなブーケ。味わいのある甘みとフル

ーティな余韻が印象的です。

4 ボッテール
ファルコ　ビアンコ　NV

イタリア
ヴェネト

￥957
［￥870］ 白 トレッビアーノ、

シャルドネ C-0 12.0％ 750㎖ 和食にも合わせやすいすっきり白ワインです。ステンレスタンクで発酵、熟成して
います。前菜、魚料理、和食などにおすすめです。

5 ボッテール
ファルコ　ロッソ　NV

イタリア
ヴェネト

￥957
［￥870］ 赤 メルロー、

サンジョヴェーゼ G-0 12.0％ 750㎖ 果実味たっぷりで気軽に楽しめるワインです。ステンレスタンクで発酵、熟成し
ています。心地よい果実味が様々なお料理とベストマッチ。

6 スピネッリ
トレッビアーノ　ダブルッツォ　'18

イタリア
アブルッツォ

￥1,100
［￥1,000］ 白 トレッビアーノ・

ダブルッツォ C-0 11.5％ 750㎖ 緑がかった輝く麦わら色で、心地よくエキゾチックな香りの中に花を想わせる繊
細なニュアンスがします。フレッシュでバランスのよい辛口ワインです。

7 スピネッリ
モンテプルチアーノ　ダブルッツォ　'18

イタリア
アブルッツォ

￥1,100
［￥1,000］ 赤 モンテプルチャアーノ・

ダブルッツォ、サンジョベーゼ G-0 12.5％ 750㎖ 紫がかったルビーレッド、赤いフルーツの強い香りの中にスパイスの特徴も感じられま
す。果実味とタンニンのバランスがよく、ミディアムボディの程よく長い余韻が特徴です。

8 リオーネ　ディ　ドージ
シャルドネ　ヴェネト　バリック　'18

イタリア
ヴェネト

￥1,309
［￥1,190］ 白 シャルドネ D-2 13.0％ 750㎖ 花や果実の複雑な香り、バナナとバニラの風味を伴ったマイルドな酸味を持つ

調和のとれたワインです。

9 リオーネ　ディ　ドージ
サンジョヴェーゼ　リゼルヴァ　'14

イタリア
エミリア・ロマーニャ

￥1,309
［￥1,190］ 赤 サンジョヴェーゼ H-2 13.0％ 750㎖ ドライフルーツやジャムの凝縮感のある香りに、樽熟由来のヴァニラのような甘い香

り。穏やかで柔らかく構成のある味わいがあり、タンニンと酸のバランスも絶妙です。

10 リオーネ　ディ　ドージサリチェ　サレンティーノ　リゼルヴァ　'17
イタリア
プーリア

￥1,309
［￥1,190］ 赤 ネグロ・アマーロ、

マルヴァジア・ネラ H-2 13.0％ 750㎖ プーリア州サレントで収穫されたネグロアマーロ種とマルヴァジア種のぶどうで造られました。完熟
した果実やヴァニラの甘く厚みのある香り。たっぷりとして温かみがあり、口当たりもスムーズです。

11 ブリッコ　アル　ソーレピノグリージョ　'18
イタリア
ヴェネト

￥1,408
［￥1,280］ 白 ピノ・グリージョ D-2 12.0％ 750㎖ 印象的なアカシアの花の香りと個性的な要素を感じるドライでバランスのとれ

た白ワインです。

12 ブリッコ　アル　ソーレシラー　'18
イタリア
シチリア

￥1,408
［￥1,280］ 赤 シラー H-2 13.0％ 750㎖ シチリア島のオーガニックで栽培されたシラー種を使用。ブラックベリーやプラムの果実の

凝縮感あるアロマ。バランスの良いタンニンがあり、芳醇でフルーティな味わいです。

13 フェウディ　ディ　サングレゴリオアルベンテ　NV
イタリア
カンパーニア

￥1,716
［￥1,560］ 白 ファランギーナ C-0 12.5％ 750㎖ フローラルで際立った果実味、やわらかい口当たりのフレッシュな酸が心地良

い仕上がりです。

14 フェウディ　ディ　サングレゴリオトリガイオ　NV
イタリア
カンパーニア

￥1,716
［￥1,560］ 赤 アリアニコ G-0 13.0％ 750㎖ チェリーやラズベリーのアロマ。バランスの良い味わいです。10月中旬から下旬に

かけて収穫を行います。ステンレスタンクで4カ月、ボトルで最低２カ月以上熟成。

15 プラネタラ　セグレタ　ビアンコ　'18
イタリア
シチリア

￥2,013
［￥1,830］ 白 グレカニコ、シャルドネ、

ヴィオニエ、フィアーノ C-0 12.5％ 750㎖ 広がりのある生き生きとしたアロマティックなブーケ、ライムや、ベルガモット、ピーチ、メロン
のような香り。酸味とふくよかさのバランスが良く、フレッシュで広がりのある味わいです。

16 プラネタラ　セグレタ　ロッソ　'17
イタリア
シチリア

￥2,013
［￥1,830］ 赤 ネロ・ダヴォラ、メルロ、

シラー、カベルネ・フラン G-0 13.0％ 750㎖ 濃いチェリー系の赤色。ベリーやコショウのアロマ、なめらかでドライな味わいで
す。心地よい後味が長く続きます。

17 プラネタロゼ　'18
イタリア
シチリア

￥2,332
［￥2,120］ ロゼ シラー、

ネロ・ダーヴォラ D-0 12.5％ 750㎖ ボトルがピンクで統一されたチャーミングなロゼは、フレッシュな木いちごや桜草
のような可愛い香りで、フルーティな飲みやすい辛口ワインです。

18 マァジモデッロ　ビアンコ　デッレ　ヴェネツィエ　'18
イタリア
ヴェネト

￥1,540
［￥1,400］ 白 ピノ・グリージョ、ピノ・

ビアンコ、ヴェルドゥッツオ D-2 12.0％ 750㎖ 香りはクリーンで深く、花香と、レモン、すぐり、熟したリンゴを想わせる香り。酸味とボディのある果実のアロ
マが口の中に広がり、後味は辛口だが繊細でアーモンドのような味わいがあるフルーティなワインです。

19 マァジモデッロ　ロッソ　デッレ　ヴェネツィエ　'18
イタリア
ヴェネト

￥1,540
［￥1,400］ 赤 レフォスコ、

ラボッソ他 H-2 12.0％ 750㎖ スミレや熟した赤い果実の複雑な香り。さわやかな酸味と柔らかいタンニンとのバ
ランスが魅力的。チェリーやラズベリーの味わいがあり、長い余韻を楽しめます。

20 マァジカンポフィオリン　'16
イタリア
ヴェネト

￥2,794
［￥2,540］ 赤 コルヴィーナ、ロンデ

ィネッラ、モリナーラ H-3 13.0％ 750㎖ スパイシーなアロマ、ブラックチェリーやプルーンのような熟した果実やしおれたスミレの花のニュアンス。
暖かみがあり、なめらかでリッチな味わいです。フィニッシュに心地よい甘いアーモンドが感じられます。



承り期間：４月２９日（水･祝）　5月９日（土）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

ブース�　（ヴァンパッシオン）フランス・イタリア・チリ・日本から　こだわり生産者特集
はブースのオススメ商品です
注文
NO 商品名 地域 特別価格 ご注文数 タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

DG ２１ ドメーヌ・デ・グラス　エステート・ソーヴィニヨン・ブラン　'19
チリ
レイダヴァレイ

￥1,430
［￥1,300］ 白 ソーヴィニヨン・

ブラン C-3 12.0％ 750㎖ 新鮮な魚介にコリアンダー、ライムを絞ったカルパッチョなどの料理と共に楽し
みたい、涼しげなシトラスやハーブの香り溢れるクリスピーなワインです。

G 22 ボルゴ・スコペート　ロッソ・トスカーナ　'18
イタリア
トスカーナ

￥1,342
［￥1,220］ 赤 サンジョヴェーゼ H-0 13.5％ 750㎖ イタリアの高級ワイン“キャンティクラシコ”や“ブルネロ”の若木から造られる、深

み溢れる高コストパフォーマンスの赤ワインです。

S 23 エラスリス　エステート・シャルドネ　'18
チリ
カサブランカヴァレイ

￥1,540
［￥1,400］ 白 シャルドネ C-2 13.5％ 750㎖ 上品なクリーミーさを伴う、トロピカルフルーツのニュアンスが特徴です。細やか

なミネラルが味わいに深みを与え、バランスの良い酸があります。

G 24 ドメーヌ・デ・グラス　エステート・カベルネ・ソーヴィニヨン　'19
チリ
マイポヴァレイ

￥1,342
［￥1,220］ 赤 カベルネ・

ソーヴィニヨン H-2 13.0％ 750㎖ 除草剤を極力使用しない、リュット・レゾネによる栽培を実践。熟した黒系果実
の深みのある、落ち着いた味わいで充実した飲み心地です。

S 25 エスプリ・ド・ミッシェル・ティソ　フェッ
ト・ドール・ブラン・ド・ブラン・ブリュット

フランス
ジュラ

￥1,430
［￥1,300］ 白・発泡 シャルドネ主体 C-3 12.0％ 750㎖ “黄金の祝祭”という名のお値打ちヴァン・ムスー。冷涼な気候から繊細な酸味

と共に、アロマチックで華やかなフルーツ感が柔和な顔を見せます。

G 26 エラスリスエステート・シラー　'17
チリ
アコンカグアヴァレイ

￥1,540
［￥1,400］ 赤 シラー H-2 13.5％ 750㎖ コストパフォーマンス抜群のシラー。バランスに秀で、程よい緊張感のあるフル

ボディワインです。構造に優れたタンニンが、長く心地の良い余韻をもたらす。

G 27 ラヴィス　クラッシック・ノジオーラ　'18
イタリア/トレンティー
ノ・アルト・アディジェ

￥2,057
［￥1,870］ 白 ノジオーラ C-3 12.5％ 750㎖ 品質の高さから北イタリア随一のワイナリーの一つに挙げられるラヴィス。トレンティーノ州の土着

品種ノジオラを使用しています。デリケートな柑橘系が特徴的で、ミネラル感もあり爽やかです。

S 28 リッツアーノ　プリミティーボ・ディ・マンドゥリア・マッキア　'16
イタリア
プーリア

￥1,958
［￥1,780］ 赤 プリミティーヴォ H-2 14.5％ 750㎖ カフェマキアートの「マッキア」（「染み」を意味するイタリア語）がその名となって

いるほどの、色の濃さが特徴的なしっかりとした構成力のある赤ワインです。

DG 29 鳥居平今村　
勝沼ブラン　'17

日本
山梨

￥1,848
［￥1,680］ 白 甲州 C-0 12.0％ 750㎖ 美しい酸と熟した果実味、そして絶妙にして精妙なバランスの良さは、一般的な

甲州ワインのレベルを凌駕します。

G 30 鳥居平今村　
勝沼ルージュ　'17

日本
山梨

￥1,848
［￥1,680］ 赤 ブラック・クイーン G-0 12.0％ 750㎖ 『鳥居平今村』のワインに対する姿勢は“こだわり”。同家のスタンダード・キュヴェです。濃密で

芳醇、繊細優美な味わいがバランスし、和食などの繊細なお料理にもマッチする赤ワインです。

S 31 アンセルミ　サンヴィンチェンツオ　'18
イタリア
ヴェネト

￥2,464
［￥2,240］ 白 ガルガーネガ C-2 12.5％ 750㎖ 品質を最大限に重視したワインでソアヴェの真の実力を世界に広め、量産タイ

プのイメージを覆すなど、まさにソアヴェ地区を救った造り手です。

S 32 鳥居平今村　
菱山ブラン　'18

日本
山梨

￥2,574
［￥2,340］ 白 甲州 C-2 12.0％ 750㎖ 甲州ぶどうの素性の良さを思わせる深い色合いが、鳥居平今村の特徴です。 美しい酸と熟した

果実味、そして絶妙にして精妙なバランスの良さは、一般的な「甲州ワイン」のレベルを凌駕します。

S 33 鳥居平今村　
菱山ルージュ　'18

日本
山梨

￥2,574
［￥2,340］ 赤 マスカット・ベーリーA G-0 12.0％ 750㎖ 特級格「鳥居平」に隣接する「菱山」のマスカット・ベーリーA100%使用。フランボワーズやブルーベリーの香りなど複雑な

印象。味わいは熟れた果実味、しなやかな酸味、なめらかなタンニンのまとまりが感じられるミディアムボディのワインです。

G 34 鳥居平今村　
鳥居平ブラントラディッション　'17

日本
山梨

￥2,772
［￥2,520］ 白 甲州 B-0 12.0％ 750㎖ 南西向きによる充分な日照からもたらされる果実味。昔ながらの鳥居平産ぶどうの味わいを尊重し、

やや甘めに仕上げています。鳥居平の傑出した日照を実感させる果実味を前面に出した一本です。

G 35 ドメーヌ・デ・グラス　アンチュー・カベルネ・ソーヴィニヨン　'16
チリ
マイポヴァレイ

￥2,673
［￥2,430］ 赤 カベルネ・

ソーヴィニヨン H-3 14.5％ 750㎖ ワイン評論家「ジェームズ・サックリング」氏から高評価を獲得。ジューシーで丸みを帯びたタンニン、すっきりと
伸びやかな酸、程よいボリュームと果実味があります。凛とした気品を湛えたカベルネの王道の味わいです。

DG 36 ドメーヌ・デュ・グランクレス　クレッシェンド・ルージュ　'15
フランス
ラングドック

￥2,673
［￥2,430］ 赤 グルナッシュ

シラー H-3 13.5％ 750㎖ 南仏とは思えないほどのエレガンスを体現する1本です。アタックはまるでブルゴーニュの
ピノ・ノワールを思わせるほどで、フレッシュなカシスやブラックベリーの香りが広がります。

DG 37 ヴィニュロン・オート・ブルゴーニュ　
クレマン・ド・ブルゴーニュ・シャルドネ

フランス
ブルゴーニュ

￥2,574
［￥2,340］ 白・発泡 シャルドネ C-2 12.0％ 750㎖ シャブリ地区と同じキンメリジャン土壌から出来るシャルドネを使用しているため、

軽快なミネラルや細やかな泡立ちを楽しめます。

S 38 ドメーヌ・デ・グラス　イントリーガ　'16
チリ
マイポヴァレイ

￥5,137
［￥4,670］ 赤 カベルネ・

ソーヴィニヨン H-3 14.0％ 750㎖ チリで最も樹齢の長い、樹齢70年のぶどう樹を含む畑から、ほぼオーガニックで造られ
る、フィネス＆エレガントなデ・グラスのプレミアムワインです。

G 39 鳥居平今村　VTコレクション・
ブラン・キュヴェ・ユカ　'04

日本
山梨

￥4,114
［￥3,740］ 白 甲州 D-1 12.0％ 720㎖ この10年でも最高クラスのヴィンテージになり、特別なキュヴェ。世界の食材にマッチする、

最高にリッチで贅沢な甲州ワインです。味わいは非常に複雑で旨味がたっぷり感じられます。

Ｇ 40 鳥居平今村　VTコレクション・
ルージュ・キュヴェ・ユカ　'04

日本
山梨

￥4,114
［￥3,740］ 赤 マスカット・ベーリーA、

ブラック・クイーン H-0 12.0％ 720㎖ 鳥居平のテロワールを感じさせるボリューム感とそれを支えるミネラルが、なぜ鳥
居平が別格とされるテロワールかを知らしめています。



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

（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

ブース�　（オーバーシーズ）ソムリエが選ぶ世界の高コストパフォーマンスワイン特集
はブースのオススメ商品です
注文
NO 商品名 地域 特別価格 ご注文数 タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

DG 41 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

￥1,760
［￥1,600］ 白・発泡 チャレッロ、マカベオ、

パレリャーダ C-0 11.5％ 750㎖ 敏腕女性醸造家マルタ氏が造る、女性にぴったりの辛口スパークリングです。

S 42 ペレ・ベントゥーラ　カバ プリメー
ル・ロゼ エクストラ・ドライ　NV

スペイン
カタルーニャ

￥1,760
［￥1,600］ ロゼ・発泡 トレパット D-0 11.5％ 750㎖ 100％トレパットで造った、珍しく素晴らしいカバで様々な家庭料理と合わせや

すい味わいです。

DG 43 シャンパーニュ・ポール・グール　ブラ
ン・ド・ブラン プルミエ・クリュ　NV

フランス
シャンパーニュ

￥7,370
［￥6,700］ 白・発泡 シャルドネ D-2 12.0％ 750㎖ “Japan Champagne of the year 2019 グランコメット”を獲得した、プロのお

墨付きシャンパーニュです。

G 44 シャンパーニュ・ポール・グール　ブリ
ュット・ロゼ　プルミエ・クリュ　NV

フランス
シャンパーニュ

￥7,370
［￥6,700］ ロゼ・発泡 シャルドネ、 ピノ・ノワール D-0 12.0％ 750㎖ 心地よい熟成を感じる旨味のある、ゆっくりと味わいたいロゼのシャンパーニュ

です。

S 45 カーサ・デ・ヴィラ・ヴェルデ　プルマ ヴィーニョ・ヴェルデ　'18
ポルトガル
ミーリョ

￥990
［￥900］ 白 トレイシャドゥーラ、 ロウレ

イロ、 アレント、 アヴェッソ C-3 11.5％ 750㎖ 暑い季節に飲みたくなる、弱発泡性が心地よいポルトガルで通称“緑のワイン”
と呼ばれています。

S 46 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　'18

イタリア
シチリア

￥1,870
［￥1,700］ 白 シャルドネ D-2 12.5％ 750㎖ すべての要素でバランスが高く、大変おすすめの一本です。

G 47 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

￥1,760
［￥1,600］ 白 ピノ・グリージョ D-1 13.0％ 750㎖ 今話題のオレンジワインです。ノン・フィルター（無ろ過）で旨みが引き立ちま

す。

G 48 カストラ・ルブラ／テリッシュ
クラシック メルロー＆マルベック　'15 ブルガリア

￥1,287
［￥1,170］ 赤 メルロ－、

マルベック H-0 14.0％ 750㎖ ちょうど飲み頃を迎えた2015年ヴィンテージの熟成感のある味わいがします。
ブルガリアの力強さが光ります。

G 49 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 アパッシート　'18

イタリア
プーリア

￥1,870
［￥1,700］ 赤 ネグロ・アマーロ、

プリミティーヴォ H-0 14.0％ 750㎖ 南イタリアの特徴である柔らかいタンニンで凝縮感があり、リッチな味わいのワ
インです。

G 50 MGMモンド・デル・ヴィーノルーナ　アルジ
ェンタ　ロッソ　テッレ・シチリアーネ　'18

イタリア
シチリア

￥1,870
［￥1,700］ 赤 ネロ・ダーヴォラ G-2 13.5％ 750㎖ 芳醇で力強い果実味にスパイシーさとなめらかな酸、心地良いタンニンを楽しめ

ます。

DG 51 ベルコッレ ヌワンダ　バルベラ・
ダスティ・スーペリオーレ　'16

イタリア
ピエモンテ

￥2,464
［￥2,240］ 赤 バルベーラ H-1 15.5％ 750㎖ 一部アパッシメント（陰干し）したぶどうを使用した、飲みごたえのあるしっかりバ

ルベーラ。

DG 52 レンベルガー×ピノ・ノワール　'16 日本 ￥2,948
［￥2,680］ 赤 レンベルガー、

ピノ・ノワール G-0 13.0％ 750㎖ レンベルガー種の野性味、ピノ・ノワール種の旨味が合わさり、大変バランスの
取れた日本の赤ワインです。

S 53 ミラム・プリオラーティ　イニシ　'15 スペインカタルーニャ
￥3,443
［￥3,130］ 赤 ガルナッチャ・

ネグラ主体 H-0 15.0％ 750㎖ シルキーな口当たりで、熟したプラムを想わせる滑らかでグラマーな味わいの満
足感のある赤ワインです。

G 54 レ・セリエ・ド・ロデシードル アルティザン ドゥー　NV
フランス
ブルターニュ

￥990
［￥900］ シードル リンゴ A-2 2.0％ 750㎖ シードル職人の技と伝統をたっぷり詰め込んだ特別な甘口のシードルです。

G 55 ペレ・ベントゥーラ　
トレゾール・オン・ザ・ロックス　NV

スペイン
カタルーニャ

￥2,167
［￥1,970］ 白・発泡 チャレッロ、マカベオ、

パレリャーダ A-1 11.5％ 750㎖ 氷を入れ楽しむために造られたスパークリングワインです。そのままでも存分に
お楽しみいただけます。

S 56 ジョセフ・ドラーテン　ゲヴェルツ・トラミネール カビネット　'18
ドイツ
ラインヘッセン

￥1,188
［￥1,080］ 白 ゲヴェルツトラミ

ネル A-0 11.0％ 750㎖ ライチ、バラなどの豊かで心地良くさわやかな香りが溢れるやや甘口のドイツワ
インです。

DG 57 ポール・ブルケール　
ゲヴェルツトラミネル レゼルヴ　'18

フランス
アルザス

￥1,760
［￥1,600］ 白 ゲヴェルツトラミ

ネル D-0 13.0％ 750㎖ ライチの香りのするアルザス地方の人気品種を使っています。家族経営のドメ
ーヌです。

G 58 ジョセフ・ドラーテン セント・チャールズ
ベーレンアウスレーゼ ラインヘッセン　'18

ドイツ
ラインヘッセン

￥1,760
［￥1,600］ 白 オルテガ、リースリング、

フクセルレーベ B-2 9.0％ 375㎖ 極甘口だけど甘ったるくないデザートワインです。

DG 59 カザーリランブルスコ ロッソ・アマービレ　NV
イタリア
エミリア・ロマーニャ

￥990
［￥900］ 赤・微発泡 ランブルスコ・マラーニ、

ランブルスコ・サラミーノ E-1 8.5％ 750㎖ 美食の町ボローニャの大衆酒ランブルスコ。粉もんとの相性抜群です。

DG 60 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
シチリア

￥1,287
［￥1,170］ リキュール 醸造アルコール、

香料(レモン) 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。



承り期間：４月２９日（水･祝）　5月９日（土）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

ブース�　（マイティワイン）スロバキア代表品種と固有種の魅力を感じるワイン特集
はブースのオススメ商品です
注文
NO 商品名 地域 特別価格 ご注文数 タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

G 61 ヴィーニョ　二トラ　セクト　パルフィ　
シルバーラベル　ブリュット　NV

スロバキア
二トラ地方

￥2,882
［￥2,620］ 白・発泡 シャルドネ C-3 12.5％ 750㎖ スッキリとした辛口でほのかな苦みがアクセントとして残ります。瓶内二次発酵

で造られています。

G 62 ヴィーニョ　二トラ　セクト　パルフィ　エクストラ　ドライ　NV
スロバキア
二トラ地方

￥2,882
［￥2,620］ 白・発泡 シャルドネ A-0 12.5％ 750㎖ はっきりと甘みを感じる残糖度だが嫌味がなくフルーティに楽しめます。瓶内二

次発酵で造られています。

S 63 ヴィーニョ　二トラ　セクト　パル
フィ　エクストラドライ　ロゼ　NV

スロバキア
二トラ地方

￥2,882
［￥2,620］ 白・発泡 フランコフカ・モドラ B-0 13.0％ 750㎖ フルーティな甘さにほのかに赤い果実を思わせるニュアンスがします。瓶内二

次発酵で造られています。

S 64 シャトー　トポロチンキ―　プレジデント　ロゼ　ドゥー　NV
スロバキア
二トラ地方

￥2,156
［￥1,960］ 白・発泡 フランコフカ・モドラ A-2 7.0％ 750㎖ いちごのブーケにブラッドオレンジや甘い苺の味わいで、低めのアルコール度数

と相まって飲み易さ抜群です。

S 65 ヴィーノ　マティサク　セクト
ブリュット　ゼロ　ドサージュ　NV

スロバキア
小カルパチア地方

￥6,160
［￥5,600］ 白・発泡 ピノ・ブラン D-2 13.0％ 750㎖ ピノ・ブラン、シャルドネ、ピノ・ノワールのブレンド。瓶内二次発酵48カ月によ

るノンドセながら重厚な旨味のある辛口ワインです。

66 シャトー　トポロチアンキ―ソーヴィニヨン　’１８
スロバキア
南スロバキア地方

￥1,540
［￥1,400］ 白 ソーヴィニヨン　

ブラン C-3 12.0％ 750㎖ ハーブやレモン、ライムピールを思わせる溌剌とした香り、品種の良さをストレート
に表現した1本です。

DG◎ 67 カルパツカ　ぺルラ　ヤグネット　ヴェルトリンスケ・ゼレネ　’１８
スロバキア
小カルパチア地方

￥1,749
［￥1,590］ 白 ヴェルトリンスケ・

ゼレネ C-3 12.5％ 750㎖ ミネラル主体のキリリとした味わいに加え、2018年ヴィンテージは柑橘のニュア
ンスを少し感じさせ優しい印象がします。

G 68 カルパツカ　ぺルラ　ヤグネット　ムスカート　モラフスキー’１8
スロバキア
小カルパチア地方

￥1,749
［￥1,590］ 白 ムスカート　

モラフスキー C-3 12.0％ 750㎖ 華やかで芳醇なマスカットの香りとスッキリとした味わいが印象的な1本です。優
しい辛口なので白ワインが苦手な方にもおすすめです。

G 69 ムルヴァ＆スタンコ　ヴェルトリンスケ・ゼレネ　’１６
スロバキア
小カルパチア地方

￥2,266
［￥2,060］ 白 ヴェルトリンスケ・

ゼレネ D-2 12.5％ 750㎖ ミネラル感を豊富に感じさせる清 し々いキレイな印象で和食の出汁にも寄り添
える繊細な飲み口です。

G 70 ピヴニッツア　ラドシナ　ラドシンスキー　クレヴナー　’15
スロバキア
二トラ地方

￥2,970
［￥2,700］ 白 ピノ・グリ D-2 13.0％ 750㎖ 黄金色に輝き、ミネラル感に熟れた黄色系果実を感じさせるアロマ、熟成感を

伴った複雑な余韻がします。

G 71 ヴィーノ　マティサク　ヴェルトリンス
ケ・ゼレネ　プレステージゴールド　’17

スロバキア
南スロバキア地方

￥5,137
［￥4,670］ 白 ヴェルトリンスケ・

ゼレネ D-2 13.0％ 750㎖ やや黄色味の強い濃い色調、スッキリした飲み口ながら柑橘系のアロマに蜜を
感じさせるブーケが飲み応えがあります。

S 72 カルパツカ　ぺルラ　ヤグネット　フランコフカ・モドラ　’１６
スロバキア
小カルパチア地方

￥1,749
［￥1,590］ 赤 フランコフカ・モドラ E-2 12.5％ 750㎖ ベリー系果実主体の香りに青や薄紫の花を想起させる華やかさがあり、控えめ

のタンニンと相まって落ち着いた飲み心地です。

S 73 ヴィラ　ヴィーノ　ラチャ　EX　フランコフカ・モドラ　’17
スロバキア
小カルパチア地方

￥1,848
［￥1,680］ 赤 フランコフカ・モドラ F-0 13.0％ 750㎖ マリア・テレジアが愛したとされるラチャ産のフランコフカです。果実味の濃さ、渋

み、酸味のバランスが良く飲み疲れしにくく、様々な料理に広く合わせ易いです。

S 74 ピヴニッツァ　ラドシナ　チェルヴェニー　クレヴナー　’17
スロバキア
小カルパチア地方

￥2,464
［￥2,240］ 赤 ピノ・ノワール H-1 13.5％ 750㎖ ピノ・ノワール85％にデュナイ、アリバーネットをブレンドし、ピノのエレガントさに

濃さとスパイス感をプラスされています。

S 75 カルパツカ　ぺルラフランコフカ・モドラ　’15
スロバキア
小カルパチア地方

￥2,970
［￥2,700］ 赤 フランコフカ・モドラ F-2 13.0％ 750㎖ ベリー系のややトーンの高い香り、渋みは少なくフルーティだが、じんわりと身体

に染み入るような飲み心地の癒し系ワインです。

７６ ムルヴァ＆スタンコ
カベルネ・ソーヴィニヨン '15

スロバキア
小カルパチア地方

￥3,905
［￥3,550］ 赤 カベルネ・

ソーヴィニヨン H-1 13.5％ 750㎖ 冷涼地ならでは味わいを楽しめるスロバキア産カベルネ・ソーヴィニヨン。タン
ニンも程よく、カベルネ初心者にも飲んでいただきたい1本です。

77 ヴィーノ　マティサク　フランコフカ・モドラ　レゼルバ　’１２
スロバキア
小カルパチア地方

￥5,137
［￥4,670］ 赤 フランコフカ・モドラ H-1 13.5％ 750㎖ 小樽で1年、大樽で2年、ボトリング後3年を経てリリースしています。こなれたタンニン、様々な

香り、大きさを感じさせる膨らみからの長い余韻はこの品種の可能性を感じさせる1本です。

78 シャトー　トポロチアンキーパーラヴァ　’１７
スロバキア
二トラ地方

￥1,848
［￥1,680］ 白・甘口 パーラヴァ A-2 11.0％ 500㎖ 【スロバキア固有ブドウ品種：パーラヴァ】果実そのものを思わせるフレッシュな酸と甘み

がバランス良く、華やかな香りも楽しめるコストパフォーマンスの高いデザートワインです。

79 トカイ　マチック　ワイナリートカイ　クラシック　サモロドネ　’１１
スロバキア
トカイ地方

￥3,289
［￥2,990］ 白・甘口 フルミント B-2 13.0％ 500㎖ サモロドネとは自然のままという意。貴腐菌の付いたぶどうとそうでないものを畑の

状態のまま収穫し醸造しています。2011年は全体の20％弱が貴腐ぶどうです。

80 ムルヴァ＆スタンコデヴィーン　’１３
スロバキア
南スロバキア地方

￥3,905
［￥3,550］ 白・甘口 デヴィーン B-3 12.0％ 500㎖ 【スロバキア固有ブドウ品種：デヴィーン】華やかな香りがこの品種のルーツの1つであるゲビュ

ルツを感じさせ、ライチやナツメグ等のスパイス香。遅摘みで粒選りぶどうの甘味と余韻がします。



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

（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

ブース�　（日本酒類販売）ぶどう品種の個性が光るワインと人気のピノ・ノワール品種飲み比べ特集
はブースのオススメ商品です
注文
NO 商品名 地域 特別価格 ご注文数 タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

81 ウィンガラ社　ディーキン・エステート　モスカート　'1９
オーストラリア
ヴィクトリア

￥957
［￥870］ 白 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
いで様々なシチュエーションでお楽しみいただけます。

G 82 ウィンガラ社　ディーキン　アザーラ　
スパークリング・モスカート　NV

オーストラリア
ヴィクトリア

￥1,540
［￥1,400］ 白・発泡 マスカット・ゴルド・ブランコ A-2 6.0％ 750㎖ 心地よくフレッシュな甘味が泡と共に広がります。青りんご、トロピカルフルーツや花の香りが

際立ちます。爽やかな後味と細かい泡の低アルコールタイプのスパークリングワインです。

S 83 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

￥1,386
［￥1,260］ 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。

G 84 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　’18

ニュージーランド
マールボロ

￥2,189
［￥1,990］ 白 ソーヴィニヨン・

ブラン C-1 12.5％ 750㎖ ニュージーランドの冷涼な気候の中で栽培され、凝縮した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。

85 ボデガス・サン・アレハンドロエヴォディア　白　’18
スペイン
カラタユド

￥1,320
［￥1,200］ 白 マカベオ C-3 13.５％ 750㎖ セパージュは１００％マカベオで、白い花やトロピカル・フルーツの豊かな香りが広がります。アル

コールのボリューム感と酸味のバランスが良く、上品でなめらか、フレッシュな味わいが特徴です。

86 ウィンガラ社　ディーキン・エステート　リースリング　’18
オーストラリア
ヴィクトリア

￥957
［￥870］ 白 リースリング C-1 13.0％ 750㎖ リンゴやレモン、パッションフルーツ等の果実の新鮮なアロマがより豊かに感じられ、

初心者から愛好家まで、飲み手を選ばない、まさに毎日飲みたくなる味わいです。

S 87 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　シャルドネ　’1７

フランス
ブルゴーニュ

￥2,486
［￥2,260］ 白 シャルドネ C-3 12.5％ 750㎖ フレンチオークで15カ月熟成。リュリ、ピュリニー・モンラッシェのぶどうをブレンド。外観は淡い黄色で、

白い花を感じさせるフレッシュなアロマがあります。洗練された酸と丸くデリケートな味わいを楽しめます。

88 ノシオ社　メッツァコロナ　プレステージ　ピノ・グリージョ　’18
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。

G 89 Ｅ＆Ｊガロ社　シャトー　スーヴェラン　シャルドネ　’17
アメリカ
カリフォルニア

￥2,057
［￥1,870］ 白 シャルドネ C-2 14.0％ 750㎖ 桃、プラム等のフルーツとほのかなトロピカルフルーツの香りでリッチな口当たり。

バランスのとれた酸味があり、長い余韻が広がります。

90 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　’18

フランス
ロワール

￥1,100
［￥1,000］ 赤 ピノ・ノワール E-1 11.5％ 750㎖ 濃いルビーで、赤い果実やフルーツ、スパイスの香りが混じり合った香りが広が

ります。

G 91 ウィンガラ社　ディーキン・エステート　ピノ・ノワール　’18
オーストラリア
ヴィクトリア

￥957
［￥870］ 赤 ピノ・ノワール E-2 13.5％ 750㎖ コスパの高いピノ・ノワール。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。

DG 92 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

￥2,486
［￥2,260］ 赤 ピノ・ノワール H-0 13.0％ 750㎖ フレンチオークで16カ月熟成。アロース・コルトン、ジュヴレ・シャンベルタンなどのぶどうをブレンド。外

観は明るいルビー色で、熟したチェリーなどの香りがあります。熟したタンニンとミネラルを感じられます。

S 93 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

￥957
［￥870］ 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。

S ９４ デレゲート・ワインエステート社　オイスター
ベイ 　マールボロ　ピノ・ノワール　’18

ニュージーランド
マールボロ

￥2,497
［￥2,270］ 赤 ピノ・ノワール E-0 13.5％ 750㎖ 熟したチェリーのアロマ。繊細さとニュージーランドらしい豊かなボディを兼ね備

えています。心地よい滑らかなタンニンが特徴です。

G 95 テッレディサヴァ社　ベラノーヴァ　プリミティーヴォ　’18
イタリア
プーリア

￥1,100
［￥1,000］ 赤 プリミティーヴォ G-0 12.0％ 750㎖ 紫を帯びるディープルビー。フレッシュなチェリー、ラズベリーなど果実味が豊かに広が

るアロマ。アタックはやや強めでスパイシーさとなめらかなまとまりを感じます。

G 96 コドルニウ社　ボデガス・ビルバイナス　エデラ　クリアンサ　’15
スペイン
リオハ

￥1,133
［￥1,030］ 赤 テンプラニーリョ G-2 14.0％ 750㎖ 調和のとれたガーネットチェリーとすみれ色。熟した果実とシナモンのアロマ。柔らかな

ボディ。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。

DG 97 Ｍシャプティエ社　マリウスルージュ　’1８
フランス
ラングドック・ルーション

￥1,078
［￥980］ 赤 グルナッシュ、

シラー H-0 13.5％ 750㎖ クリアな濃い紫の色合い。赤系果実の凝縮したアロマ。スパイシーでフローラルなニュア
ンスも。シラーとグルナッシュをブレンドした、複雑さとエレガントさを兼ね備えた味わいです。

98 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

￥1,914
［￥1,740］ 赤 カベルネ・

ソーヴィニヨン H-3 14.0％ 750㎖ 穏やかなダークルビーの色合い。スグリや花々のソフトな香りが感じられます。口に含むと、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。

99 ジーメックス社トゥ　ナチュレルモン　’18
フランス
コート・デュ・ローヌ

￥1,694
［￥1,540］ 赤 グルナッシュ、シラー、サンソー、

カリニャン、ムールヴェードル H-0 14.5％ 750㎖ 完熟したぶどうを使用しているため、チェリーやブラックベリーを思わせる果実香
や甘草、胡椒、シナモンを思わせるスパイシーなアロマに満ちています。

G 100 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

￥1,320
［￥1,200］ 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、ボルド
ーワインを凌ぐ圧巻のコストパフォーマンスです。



承り期間：４月２９日（水･祝）　5月９日（土）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

ブース�　（三菱食品）スペインＣＡＶＡ・ブルガリア・アルゼンチンから美味なるワイン特集
はブースのオススメ商品です
注文
NO 商品名 地域 特別価格 ご注文数 タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

101 セグラヴューダスブルートレゼルバ
スペイン
ペネデス

￥1,320
［￥1,200］ 白・発泡 マカベオ、チャレロ、

パレリャーダ C-0 12.0％ 750㎖ セグラヴューダス社のベンチマークとなるスタンダードカバ。フレッシュな味わい
と15カ月の瓶内熟成からくる熟成感、ぜひともおすすめです。

102 セグラヴューダスセミセコレゼルバ
スペイン
ペネデス

￥1,320
［￥1,200］ 白・発泡 マカベオ、チャレロ、

パレリャーダ A-0 12.0％ 750㎖ スッキリしたやや甘口タイプのカバです。中間をお探しの方にお勧めの逸品で
す。瓶内熟成期間は15カ月のレゼルバワインです。

G 103 セグラヴューダスブルートロサード
スペイン
ペネデス

￥1,320
［￥1,200］ ロゼ・発泡 トレパット、ガルナッチャ C-0 12.0％ 750㎖ スッキリとした味わいの辛口のロゼカバです。フレッシュで爽やかなバランスの

良い酸味が楽しめます。ロゼワインのイメージが変わるかもしれません！

セグラヴューダス
アリアブリュットナチュレ

スペイン
ペネデス

￥1,980
［￥1,800］ 白・発泡 マカベオ、チャレロ、

パレリャーダ C-3 12.0％ 750㎖ これからの季節にピッタリの極辛口カバです。繊細でキレのある味わいは食事
にベストマッチです。

G 105 セグラヴューダスブルート　オーガニック
スペイン
ペネデス

￥1,980
［￥1,800］ 白・発泡 マカベオ、パレリャーダ、シャルドネ C-0 12.0％ 750㎖ 力強い泡立ち・軽やかでスッキリとした辛口の味わい。ぶどう本来の味わいをよ

り大切にしたオーガニックカバです。

106 セグラヴューダスエレダード
スペイン
ペネデス

￥3,850
［￥3,500］ 白・発泡 マカベオ、パレリャーダ D-1 12.0％ 750㎖ 製造工程全てが手作業の逸品です。高級シャンパン並の泡立ちと余韻、セグ

ラヴューダス社最高峰のカバの味わいをぜひともお試しください！

107 ロゴダジ　エントリークラス　赤　’14
ブルガリア
ストゥルマ渓谷

￥1,100
［￥1,000］ 赤 カベルネ・ソーヴィニヨン、

カベルネフラン、メルロ H-0 13.5％ 750㎖ しっかりとした渋みと果実味がバランスよく 肉料理に最適です。

108 ロゴダジ　ノビレシャルドネ　’17
ブルガリア
ストゥルマ渓谷

￥1,870
［￥1,700］ 白 シャルドネ D-1 13.5％ 750㎖ ノビレとは「高貴」を意味する。樽熟成からくる複雑で上品な香りが広がり、後味

の余韻が印象的なエレガントなワインです。

109 ロゴダジ　メルニク　’16
ブルガリア
ストゥルマ渓谷

￥2,200
［￥2,000］ 赤 メルニク H-0 13.5％ 750㎖ 人気急上昇ロゴダジのブルガリア地ぶどうメルニクをぜひ一度お試しください。

110 ロゴダジ　ヒプノセ　メルロ　’14
ブルガリア
ストゥルマ渓谷

￥2,420
［￥2,200］ 赤 メルロ H-0 14.5％ 750㎖ 12カ月フレンチオーク樽で熟成後、さらに別の樽に移し替え６カ月熟成。力強い

タンニンとほど良い酸味。単一畑のぶどうを使用したワインです。

111 トリヴェント　レゼルバ　シャルドネ　’1８
アルゼンチン
メンドーサ

￥1,430
［￥1,300］ 白 シャルドネ C-0 12.5％ 750㎖ 豊かな口当たりと爽やかな酸、樽から来るバニラを想わせるような味わいがあ

り、長い余韻を楽しめます。

S 112 トリヴェント　レゼルバ　マルベック　’1８
アルゼンチン
メンドーサ

￥1,430
［￥1,300］ 赤 マルベック H-0 13.5％ 750㎖ チェリーやラズベリー、バニラやココナッツを想わせる香り。エレガントな酸味と豊

かな果実味を感じ、心地よいタンニンで長い余韻を楽しめます。

113 トリヴェント　レゼルバカベルネソーヴィニヨン　’1８
アルゼンチン
メンドーサ

￥1,430
［￥1,300］ 赤 カベルネ・

ソーヴィニヨン H-0 13.5％ 750㎖ カシスやブラックベリーなどの黒果実、ブラックペッパーやカカオを想わせる複雑な香
り。濃厚なタンニンとフレッシュな酸のバランスがとれた長い余韻を楽しめます。

114 トリヴェント　プライベートレゼルバ　マルベック　’1８
アルゼンチン
メンドーサ

￥2,530
［￥2,300］ 赤 マルベック H-1 14.4％ 750㎖ 日照量の多いウコ・ヴァレーの大地で育ったマルベックから造られたプレミアムワイン。発酵後40％をフレンチ

オークで8カ月熟成させた後、ステンレスタンクで6カ月熟成。最後に瓶で5カ月間熟成後にリリースされます。

115 ローレンスフォード　リバーガーディン　クラシック　ソーヴィニヨンブラン　’1８
南アフリカ
ステレンボッシュ

￥1,650
［￥1,500］ 白 ソーヴィニヨン・

ブラン C-0 13.0％ 750㎖ キウイフルーツ・ライチ・パッションフルーツ等のトロピカルフルーツを思わせる香り、爽やかなキリっとし
た酸味と心地よいミネラル感が程よいアクセントを与えエレガントで飲み飽きしない味わいを楽しめます。

DG 116 ローレンスフォード　リバーガーディン　クラシック　メルロ　’17
南アフリカ
ステレンボッシュ

￥1,650
［￥1,500］ 赤 メルロ H-0 14.0％ 750㎖ チェリーやプラム、カカオやタバコを想わせる濃縮感のある香り。おだやかな酸味と豊

かな果実味、心地よい渋みが重なり合いエレガントな印象の味わいを楽しめます。

S 117 ローレンスフォード　リバーガーディン　クラシック　ロゼ　’1９
南アフリカ
ステレンボッシュ

￥1,650
［￥1,500］ ロゼ シャルドネ、

ピノ・ノワール D-0 13.0％ 750㎖ シャルドネ由来の熟したパイナップルとピノノワール由来のチェリーやストロベリーの華やかな香り。爽やか
な酸と優しくチャーミングな甘さを誘う果実味とのバランスがとても素敵で、心地よい味わいを楽しめます。

G 118 センシィトゥアローサ　ロゼ　’1８
イタリア
トスカーナ

￥1,430
［￥1,300］ ロゼ サンジョヴェーゼ D-0 12.5％ 750㎖ 柑橘類や薔薇を想わせるフレッシュな香り、桃とプラムの余韻を感じる繊細で豊かな味わい。世

界で人気のエレガントな淡いタッチの色合いでバランスの良い味わいが特徴のロゼワインです。

119 センシィ ヴィアッジオ イタリア
トスカーナ

￥1,430
［￥1,300］ 赤 サンジョヴェーゼ、

メルロ H-0 13.0％ 750㎖ 非常にまろやかな味わいでバランス抜群。センシィ社が自身を持って送り出すス
ーパートスカーナ。今が飲み頃です。

120 モーゲンデヴィットモーゲンコンコード
アメリカ
ニューヨーク

￥1,100
［￥1,000］ 赤 コンコード E-1 11.0％ 750㎖ ロック・ソーダ割り・オレンジジュース割り・ホットワインなど色々な飲み方が楽

しめる甘口赤ワインです。開栓後も長期間、美味しくいただけます。
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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

ブース�　（ワイン・イン・スタイル）南アフリカ産低アルコール（８．５％）ワインとチリの有機栽培ワイナリー“エミリアーナ・ヴィンヤーズ”特集
はブースのオススメ商品です
注文
NO 商品名 地域 特別価格 ご注文数 タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

121 ヴァン・ロヴェレン　スキニー・ホワイト NV 南アフリカ ￥1,254
［￥1,140］ 白 コロンバール C-1 8.5％ 750㎖ 30％カロリーオフ＆低アルコール（同生産者製品との比較による）。フレッシュ

感溢れるフルーティなワインです。

122 ヴァン・ロヴェレン　スキニー・レッド NV 南アフリカ ￥1,254
［￥1,140］ 赤 カベルネ・ソーヴィニョン、ルビー・

カベルネ、ルーバーネット E-3 8.5％ 750㎖ 30％カロリーオフ＆低アルコール（同生産者製品比）。プラムやレッドベリーのフ
レーバーの柔らかなワインです。

G 123 ヴァン・ロヴェレン　ファイブズ・リザーブ　カベルネ・ソーヴィニョン　ロバートソン ’１８
南アフリカ
ロバートソン

￥1,155
［￥1,050］ 赤 カベルネ・

ソーヴィニヨン G-0 14.0％ 750㎖ リッチなプラムやブラックベリーのアロマ、ブラック・カラン トや柔らかなダークチ
ョコレートのフレーバーが特徴です。

124 エミリアーナ　ナチューラ　オーガニック　ソーヴィニョン・ブラン　’１８ チリ ￥1,375
［￥1,250］ 白 ソーヴィニヨン・

ブラン C-0 12.2％ 750㎖ ECOCERT認定有機栽培ぶどうを100%使用しています。酸味のバランスが
取れた後味の長い鮮やかなワインです。

125 エミリアーナ　ノヴァス　オーガニック　ソーヴィニヨン・ブラン　’１８
チリ
サン・アントニオ・ヴァレー

￥1,815
［￥1,650］ 白 ソーヴィニヨン・

ブラン D-0 13.4％ 750㎖ ECOCERT認定有機栽培ぶどうを100%使用しています。滑らかで、しっかりと
した酸味、ちょうど良いボリューム感が感じられ、長い後味に繋がります。

S 126 エミリアーナ　エコ・バランス　オーガニック　シャルドネ　’１９ チリ ￥1,100
［￥1,000］ 白 シャルドネ C-0 13.5％ 750㎖ ECOCERT認定有機栽培ぶどうを100%使用しています。甘さを感じるフレー

バーから始まり、瑞 し々い口当たりと心地よい後味が特徴です。

G 127 エミリアーナ　ナチューラ　オーガニック　シャルドネ　’１８ チリ ￥1,375
［￥1,250］ 白 シャルドネ D-2 14.0％ 750㎖ ECOCERT認定有機栽培ぶどうを100%使用しています。香り華やかで、バランスのとれ

た、フレッシュな果実味が特徴です。まろやかな舌触りで心地の良い後味が長く続きます。

G 128 エミリアーナ　ノヴァス　オーガニック　シャルドネ　’１８
チリ
カサブランカ・ヴァレー

￥1,815
［￥1,650］ 白 シャルドネ D-0 14.8％ 750㎖ ECOCERT認定有機栽培ぶどうを100%使用しています。味わいはフルーティ

で酸味のバランスが良く、滑らかな舌触りと後味が特徴です。

129 エミリアーナ　オーガニック・スパークリング・ワイン ブリュット ＮＶ
チリ
カサブランカ・ヴァレー

￥1,936
［￥1,760］ 白・発泡 シャルドネ、ピノ・ノワール C-3 12.0％ 750㎖ 有機栽培１００％で、シャンパーニュ方式採用、瓶内熟成は８カ月行います。

ECOCERT認定有機栽培ぶどうを１００％しています。

130 エミリアーナ　シグノス・デ・オリヘン ラ・ヴィ
ニーヤ オーガニック　ホワイト・ブレンド　’１６

チリ
カサブランカ・ヴァレー

￥3,003
［￥2,730］ 白 シャルドネ、ヴィオニエ、

マルサンヌ、ルーサンヌ B-1 14.2％ 750㎖ ECOCERT認定有機栽培ぶどうを１００％使用しています。白桃や柑橘系、バナナやトーストナッツの
アロマが特徴です。凝縮感があり、バランスの取れた酸味、滑らかな舌触り、後味が長く続きます。

DG 131 エミリアーナ　ノヴァス　オーガニック　ピノ・ノワール　’１８
チリ
カサブランカ・ヴァレー

￥1,815
［￥1,650］ 赤 ピノ・ノワール E-0 13.4％ 750㎖ ECOCERT認定有機栽培ぶどうを１００％使用しています。フルーティで、優し

い舌触りとしっかりとした骨格を持った後味が特徴です。

G 132 エミリアーナ　ナチューラ　オーガニック　カルメネール　’１８
チリ
コルチャグア・ヴァレー

￥1,375
［￥1,250］ 赤 カルメネール H-0 13.7％ 750㎖ ECOCERT認定有機栽培ぶどうを１００％使用しています。しっかりとしたタンニ

ンと酸味、フレッシュでジューシーな味わいです。

DG 133 エミリーアーナ　シグノス・デ・オリヘン ロス・
ロブレス オーガニック　カルメネール　’１６

チリ
コルチャグア・ヴァレー

￥3,003
［￥2,730］ 赤 カルメネール H-2 13.8％ 750㎖ ECOCERT認定有機栽培ぶどうを１００％使用しています。程よいボリューム感と滑らかなタ

ンニン、卵型タンクや澱との接触から来る凝縮感もありながら、エレガントなスタイルです。

134 エミリアーナ　エコ・バランス　オーガニック　カベルネ・ソーヴィニョン　’１８
チリ
セントラル・ヴァレー

￥1,100
［￥1,000］ 赤 カベルネ・

ソーヴィニヨン G-0 13.5％ 750㎖ ECOCERT認定有機栽培ぶどうを100%使用しています。酸味と果実味のバ
ランスが良く、柔らかいタンニンが特徴です。

DG 135 エミリアーナ　ナチューラ　オーガニック　カベルネ・ソーヴィニョン　’１８
チリ
セントラル・ヴァレー

￥1,375
［￥1,250］ 赤 カベルネ・

ソーヴィニヨン H-0 13.5％ 750㎖ ECOCERT認定有機栽培ぶどうを100%使用しています。バランス良い酸味、
柔らかなタンニン、しっかりとした骨格が特徴です。

S 136 エミリアーナ　ノヴァス　オーガニック　カベルネ・ソーヴィニョン　’１7
チリ
マイポ・ヴァレー

￥1,815
［￥1,650］ 赤 カベルネ・

ソーヴィニヨン H-1 13.8％ 750㎖ ECOCERT認定有機栽培ぶどうを100%使用しています。素晴らしい重みと
凝縮感、滑らかで柔らかいタンニンのバランスが素晴らしいです。

137 シグノス・デ・オリヘン ロス・モロス オーガニック　カベルネ・ソーヴィニョン　’１７
チリ
マイポ・ヴァレー

￥3,003
［￥2,730］ 赤 カベルネ・

ソーヴィニヨン H-3 14.0％ 750㎖ ECOCERT認定有機栽培ぶどうを100%使用しています。滑らかで、ほど良い
ボリューム感とフレッシュな酸味が感じられ、後味の長いワインです。

138 サルヴァヘ オーガニック　シラー
-ルーサンヌ　’１７

チリ
カサブランカ・ヴァレー

￥2,552
［￥2,320］ 赤 シラー、

ルーサンヌ H-2 13.7％ 750㎖ ECOCERT認定有機栽培ぶどうを100%使用しています。フルーティさが口に
広がり、エレガントな舌触りが感じられる口当たりの良いワインです。

139 エミリアーナ　シグノス・デ・オリヘン ラ・ケブラーダ オーガニック　シラー　’１５
チリ
カサブランカ・ヴァレー

￥3,003
［￥2,730］ 赤 シラー、

ヴィオニエ H-3 14.2％ 750㎖ ECOCERT認定有機栽培ぶどうを100%使用しています。ダークチョコレートやリコリスのフ
レーバーが口に広がり、フレッシュでほのかな甘みとタンニンが調和し余韻の長いワインです。

140 エミリアーナ　コヤム　’１7 チリ
コルチャグア・ヴァレー

￥3,509
［￥3,190］ 赤 シラー、カルメネール、

カベルネ・ソーヴィニョン、他 H-3 14.5％ 750㎖ ECOCERT認定有機栽培ぶどうを100%使用しています。果実味溢れ、甘みを感じる練れたタン
ニンがしっかりとした骨格をなし、ボリュームがあります。バランス良い酸味、長い後味が特徴です。



承り期間：４月２９日（水･祝）　5月９日（土）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

ブース�　（ポルトガル・トレード）試して実感！ 驚きの高品質！ 人気のポルトガルワイン特集
はブースのオススメ商品です
注文
NO 商品名 地域 特別価格 ご注文数 タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

141 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］ ポート赤 ティンタ・ロリス、トウリガ・

フランカ、ティンタ・バロッカ H-1 19.5％ 500㎖ ポルトガルで最も有名で伝統的なワイン産地、ドウロ地区の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。正に芸術品です。

142 ソジェヴィヌスダコスタ　ルビー　ポート　NV
ポルトガル
ドウロ

￥1,826
［￥1,660］ ポート赤 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-1 19.5％ 750㎖ ワイルドフルーツの強いブーケの存在の中に、成熟したブラックベリーとチェリー
の香り。ブラックチョコと相性抜群です。

143 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］ ポート白 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特徴です。口の中で
はフレッシュな酸が感じられ軽やか。ソーダ割もおススメです。

S 144 マロ・トージョマロ　バブリング  セミスウィート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 C-0 9.5％ 750㎖ 心地よいまとまりのある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日目も楽しめます。

145 マロ・トージョマロ　バブリング　ドライ 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 C-2 9.5％ 750㎖ 非常にフレッシュで爽快、きめ細かい上質の泡とスッキリとした後味で、乾杯用に、料

理とのマリアージュもオールマイティにと、使い勝手の良い高コスパの一本です。

146 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タイルのワイン
です。人気の赤とペアで家飲み用に常備したい1本です。

G 147 ラブラドレス　デ　フェイトリアラブラドレス　デ　フェイトリア　’18
ポルトガル
ドウロ

￥1,826
［￥1,660］ 白 マルヴァジア・フィナ、

シリア、ゴウヴェイウ C-2 12.5％ 750㎖ プラム、すいか、トロピカルフルーツの豊かな香りやフレーバーが口いっぱいに広がり
エレガントなハーモニーを奏でます。ミネラル感とバランスの取れた酸が感じられます。

148 シヴィパテラス　ド　サド　’18
ポルトガル /ペニンシュ
ラ・デ・セトゥーバル

￥2,090
［￥1,900］ 白 フェルナン・ピレス、

アリント C-3 12.5％ 750㎖ 若 し々くフレッシュで、スッキリ爽やかな心地良いワインです。シトラスフルーツの
アロマで非常にフルーティな味わい。

149 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5000本。化学肥料、殺虫剤、除草剤不使用のナチュールワイ
ンです。幻のぶどう品種フォンテ・カルを使用している人気商品です。

150 キンタ　ダ　デヴェザキンタ　ダ　デヴェザ　’19
ポルトガル
ドウロ

￥2,794
［￥2,540］ 白 ゴウヴェイウ、ヴィオジーニヨ、

マルヴァジア・フィナ C-2 13.0％ 750㎖ ぶどう畑への介入を最小限にとどめ他生物との共存のもとビオダイナミック農法でワイ
ン造りを行うナチュールワインです。伝統品種のブレンドで複雑な味わいが楽しめます。

151 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。生産本数5000本。しっかりとし

た骨格を持ち、フレッシュでデリケートな中に、フルーツとミネラルのヒントが感じられます。

152 シヴィパテラス　ド　サド　’18
ポルトガル /ペニンシュ
ラ・デ・セトゥーバル

￥2,090
［￥1,900］ ロゼ カステラォン、

シラー E-3 12.5％ 750㎖ 海風を感じる爽やかなロゼワインです。甘さやくどさがなく、様々な料理にも合わせやす
いマリアージュの助っ人的存在です。後味にストロベリーフレーバーが広がります。

153 カザル　ダ　コエリェイラテラソス　ド　テージョ　'16
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㎖ 家飲みワインに最高の人気ウマ安ワイン。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。

154 キンタ　ド　ランジェルピンタロラ　'16
ポルトガル
リスボン

￥1,958
［￥1,780］ 赤 トウリガ・ナショナル、

シラー、ティンタ・ロリス H-2 13.5％ 750㎖ 正に万人受けワイン。ミネラル、タンニンがありウッディで果実味のしっかりした味わ
いながらも、ソフトで丸みを帯びた口当たりが特徴です。見た目もキュートです。

155 シヴィパテラス　ド　サド　’18
ポルトガル/ペニンシュ
ラ・デ・セトゥーバル

￥2,090
［￥1,900］ 赤 カステラォン、トリンカデイラ、アラゴネス、

アルフロシェイロ、カベルネ・ソーヴィニヨン H-2 14.0％ 750㎖ ストロベリーなどの赤いフルーツのアロマ、若 し々くソフトな口当たりでバランス
の取れた味わいです。国際品種とのブレンドを楽しむワインです。

156 1756 ザ ポルトギーズ　ワイン　カンパニー　コップ　'17
ポルトガル/ペニンシュ
ラ・デ・セトゥーバル

￥2,090
［￥1,900］ 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」。

豚肉やトマトソース系、和食等幅広く合わせやすいポルトガルと日本を繋ぐワインです。

157 キンタ　ダ　デヴェザキンタ　ダ　デヴェザ　’15
ポルトガル
ドウロ

￥2,794
［￥2,540］ 赤 トウリガ・ナショナル、ティンタ・ロリズ、

トウリガ・フランカ、ティンタ・バロッカ H-2 14.0％ 750㎖ ぶどう畑への介入を最小限にとどめる厳格な体制をとり他生物との共存のもとワイン造りを行
うナチュールワインです。有名産地の固有ぶどうをブレンドした伝統的なスタイルが特徴です。

158 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徹底したこだわり。長期熟成に耐えられる高品質
で、樽熟成高級ボルドーを連想させる高コスパワインです。タンニン豊かで余韻の長さが特徴です。

159 シヴィパテラス　ド　サド　レゼルヴァ　’17
ポルトガル/ペニンシュ
ラ・デ・セトゥーバル

￥3,905
［￥3,550］ 赤 アリカンテ・ブーシェ、カベルネ・

ソーヴィニヨン、カステラォン H-3 15.0％ 750㎖ フレンチオーク熟成の濃厚な味わいが特徴です。フォレストフルーツの複雑なアロ
マ、スパイスやバルサミックのヒントが感じられエレガントで上質な仕上がりです。

160 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、トウリガ・

フランカ、ティンタ・バロッカ H-3 13.5％ 750㎖ 年間3000本しか造れないレアなワインを日本にも限定200本のみ入荷しました。伝統有名産地の1級の畑、
南向きの丘の上、最高条件の下栽培されたぶどうのみを使用しています。長期熟成可能な高品質なワイン。



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

ブース�　（モンテ物産）“伝統のワイン大国”ピエモンテからシチリアまで、オール・イタリアワイン特集
はブースのオススメ商品です
注文
NO 商品名 地域 特別価格 ご注文数 タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

S 161 ラルス　スプマンテ・ブリュット　NV
イタリア
エミリア・ロマーニャ

￥1,100
［￥1,000］ 白・発泡トレッビアーノ D-0 11.0％ 750㎖ 中部イタリア、エミリア・ロマーニャ州で造られるスプマンテです。フレッシュで爽

やかな味わいの辛口スパークリングワインです。

S 162 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 E-0 9.0％ 750㎖ イタリアの有機認証団体ICEAの認定を受けたオーガニック・ランブルスコで

す。フルーティでやさしい甘さ、ほどよいタンニンのバランスが魅力です。

G 163 ベッレンダ　プロセッコ・ヴァルドッビアーデネ・ブリュット　NV
イタリア
ヴェネト

￥1,980
［￥1,800］ 白・発泡 グレーラ D-2 11.5％ 750㎖ 2019年世界遺産にも登録されたヴァルドッヴィアーデネの特産のグレーラ種から造られ

たスプマンテです。華やかな香りが特徴の“ブリュット”（辛口）タイプが世界中で人気です。

G 164 フォンタナカンディダ フラスカーティ・セッコ　’19
イタリア
ラツィオ

￥1,100
［￥1,000］ 白 マルヴァジーア、

トレッビアーノ C-2 12.5％ 750㎖ 世界に知られているイタリアワインのひとつです。地元のワインとしてローマっ子に
こよなく愛されています。洋ナシやリンゴの香りとフレッシュな味わいが特徴です。

S 165 バンフィ　リーヴォ・トスカーナ・ビアンコ '19
イタリア
トスカーナ

￥1,320
［￥1,200］ 白 シャルドネ、

ソーヴィニョン・ブラン C-2 12.0％ 750㎖ 爽やかなフルーツの香りを持つ辛口ワインです。トスカーナのバンフィ社の畑で
栽培された白ぶどうから造られる、フレッシュでみずみずしいワインです。

DG 166 バンフィ　レ・リメ・トスカーナ　'18 イタリア トスカーナ
￥1,650
［￥1,500］ 白 シャルドネ、

ピノ・グリージオ D-2 12.0％ 750㎖ 緑色を帯びた麦わら色、フルーティな香り、酸味のバランスのとれたフレッシュな味
わいです。“レ・リメ”とは「韻」の意味で、ハーモニーのとれたワインを表しています。

167 ベルターニ ソアーヴェ・セレオーレ　’18
イタリア  
ヴェネト

￥2,090
［￥1,900］ 白 ガルガーネガ D-2 13.0％ 750㎖ 完熟ぶどうから造られた、洋ナシの香りの後にアプリコットを思わせる甘い果実

の香りが広がる、まろやかでバランスのとれたワインです。

168 ザモ　ザモ・ビアンコ　'18 イタリア/フリウリ・ヴ
ェネツィア・ジューリア

￥2,420
［￥2,200］ 白 ピノ・グリージオ、フリウラーノ、リボッラ・

ジャッラ、ソーヴィニョン、リースリング D-3 13.0％ 750㎖ 深い麦わら色と香ばしいパン、リンゴやニワトコの花の香りが感じられ、控えめな
酸とフレッシュな飲み心地が特徴のワインです。

169 スピネッタ　ブリッコ・クワリア・モスカート・ダスティ　'19
イタリア
ピエモンテ

￥2,970
［￥2,700］ 白・微発泡 モスカート B-3 4.5％ 750㎖ ラ・スピネッタの名を海外に知らしめたモスカート(マスカット)。上品な甘口・微

発泡のモスカート種100％の逸品です。

170 スピネッタ　カサノーヴァ・ヴェルメンティーノ・トスカーナ ’18
イタリア  
トスカーナ

￥3,300
［￥3,000］ 白 ヴェルメンティーノ D-3 13.0％ 750㎖ フルーツやフローラルな香りの後にミネラルが感じられ、キレのよい酸と後味が

特徴です。

171 ドゥーカ・ディ・サラパルータ  コルヴォ・ロッソ　’17
イタリア  
シチリア

￥1,100
［￥1,000］ 赤 ネロ・ダーヴォラ、

ネレッロ・マスカレーゼ H-0 12.5％ 750㎖ 手摘みで収穫されたぶどうをオーク樽で熟成しています。生き生きとした深いル
ビー色、持続性と奥行きのある香りとバランスのとれた味わいが特徴です。

172 バンフィ　リーヴォ・トスカ－ナ・ロッソ　'17
イタリア  
トスカーナ

￥1,320
［￥1,200］ 赤 サンジョヴェーゼ、

カベルネ・ソーヴィニヨン F-0 13.0％ 750㎖ フレッシュなフルーツの香り、若 し々さと、しっかりした飲み心地を併せ持った非
常に果実味豊かな赤ワインです。

173 バンフィ　コル・ディ・サッソ・トスカーナ　’18
イタリア  
トスカーナ

￥1,650
［￥1,500］ 赤 サンジョヴェーゼ、

カベルネ・ソーヴィニヨン H-1 13.5％ 750㎖ サンジョヴェーゼが果実味を、カベルネ・ソーヴィニヨンがボディを与えた絶妙のブレ
ンド、濃いめのルビー色、香りにでスパイスが感じられるバランスのとれたワインです。

174 メリーニ　ネオ・カンパーナ・キアンティ・ゴヴェルノ　'16
イタリア  
トスカーナ

￥1,980
［￥1,800］ 赤 サンジョヴェーゼ、

メルロ、カベルネ H-1 15.0％ 750㎖ しっかりとしたストラクチャーを感じる、濃厚な味わいが自慢の現代的なキャンテ
ィです。ネオ・カンパーナは「新しい鐘」の意味です。

175 マーレ・マンニュム  マンモス・ジンファンデル　'18
イタリア  
プーリア

￥1,980
［￥1,800］ 赤 ジンファンデル

（プリミティーヴォ） H-3 15.5％ 750㎖ 小樽（バリック）熟成して造られるリッチでフルボディのワインです。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で、肉料理に合うワインです。

176 ドゥーカ・ディ・サラパルータ  ラヴィコ　'15
イタリア  
シチリア

￥2,420
［￥2,200］ 赤 ネレッロ・

マスカレーゼ H-3 13.5％ 750㎖ 味わいには凝縮感があり、スパイシーで複雑性に富み、木樽熟成からくるバニ
ラ香がバランスよく感じられます。肉料理やチーズなどとよく合います。

177 ドゥーカ・ディ・サラパルータ  パッソ・デッレ・ムーレ　'17
イタリア 
シチリア

￥2,750
［￥2,500］ 赤 ネロ・ダーヴォラ H-2 13.5％ 750㎖ 自社畑で収穫されたぶどうを醸造、オーク樽で熟成させました。マラスカ、ラズベリー、

スパイスやバニラの香り、ビロードのようななめらかさと上品なタンニンが特徴です。

178 スピネッタ　ネーロ・ディ・カサノーヴァ　'15
イタリア  
トスカーナ

￥3,300
［￥3,000］ 赤 サンジョヴェーゼ H-2 13.5％ 750㎖ 厳選したサンジョヴェーゼをフレンチオークの樽で熟成。熟した果実味とまろや

かなタンニン、調和の取れた余韻の長さが特徴です。

179 ウマニロンキ　クマロ・コーネロ・リゼルヴァ　'15
イタリア
マルケ

￥4,400
［￥4,000］ 赤 モンテプルチアーノ H-3 13.5％ 750㎖ 深いガーネット色、のびやかでスパイシーななかに、はっきりと感じられるフルーツ

の香りがします。甘みとやわらかな渋みが調和した贅沢な造りのワインです。

180 ベルターニ　アマローネ・デッラ・ヴァルポリチェッラ・ヴァルパンテーナ　'15
イタリア
ヴェネト

￥6,600
［￥6,000］ 赤 コルヴィーナ・ヴェロ

ネーゼ、ロンディネッラ H-3 15.5％ 750㎖ 120日間の陰干し、30カ月のオーク樽熟成の後6カ月以上瓶内熟成から造ら
れる、繊細かつ優美なフルボディワインです。



承り期間：４月２９日（水･祝）　5月９日（土）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

ブース�　（三陽物産）ホームパーティにおすすめ！ フランスワイン特集
はブースのオススメ商品です
注文
NO 商品名 地域 特別価格 ご注文数 タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

181 JPシェネ　クラシック　シャルドネ　’18 フランス ￥1,100
［￥1,000］ 白 シャルドネ C-3 12.5％ 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。

182 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・ブルーベリー系の香り。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。

183 JPシェネ　クラシック　メルロ　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。心地よい酸味とやさしい甘味でバ

ランスのとれたロゼワインです。

G 184 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く、食前から食後まで1本で通せるスパークリングワインです。

G 185 JPシェネ　スパークリング　ロゼ フランス ￥1,100
［￥1,000］ ロゼ・発泡 ボーバル、グルナッシュ C-1 11.0％ 750㎖ ラズベリーやストロベリーの果実味が優雅に漂います。幸せな気分になれるピ

ンクのスパークリングです。

S 186 JPシェネ　ディヴァイン　ブラック フランス ￥1,980
［￥1,800］ 白・発泡 シャルドネ C-2 12.0％ 750㎖ 桃、ネクターのフルーティさがフローラルさと相まって豊かに香ります。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。

187 JPシェネ　ディヴァイン　ピンク フランス ￥1,980
［￥1,800］ 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、いちご、ラズベリー、カシスなどの濃厚なベ

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。

１８８ カルベ　カベルネ・ソーヴィニヨン　’17 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。

189 カルベ　ロゼ　ダンジュ　’14 フランス ￥1,540
［￥1,400］ ロゼ グロロー、

カベルネ・フラン A-1 10.5％ 750㎖ よく熟したいちご、アプリコットの甘酸っぱい果実味、飲み口はソフトで酸によるスッキリ感もあり甘
さは控えめです。よく冷やして、パーティ、アウトドアで楽しむのもよいオールマイティなロゼです。

190 Ｃｈ　ムーラン　ギヨマ　’１７
フランス
ボルドー

￥1,540
［￥1,400］ 赤 メルロ、カベルネ・

ソーヴィニヨン G-0 12.5％ 750㎖ フレッシュフルーツの心地よいアロマが広がり、味わいは豊かで長く続き、甘草
やジャムを感じさせます。

191 ジー・バイ・ジンコ　’18 フランス
ボルドー

￥3,300
［￥3,000］ 赤 メルロ、

カベルネ・フラン H-3 13.5％ 750㎖ 熟したダークチェリー、カシスの赤いフルーツの香りとパンを焼いたような樽香が感じられま
す。早いうちから華やかなアロマがあり、親しみがありながらも上質な雰囲気も感じられます。

192 セレブ・バイ・ジンコ　’16 フランス
ボルドー

￥3,300
［￥3,000］ 赤 メルロ、

カベルネ・フラン H-3 13.5％ 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。酸とのバランスが良く、余韻が長く続きます。

193 アーサーメッツ　アルザス　’17
フランス
アルザス

￥1,595
［￥1,450］ 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。

194 アーサーメッツ　リースリング　’17
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。

195 アーサーメッツ　ゲヴェルツ・トラミネール　’17
フランス
アルザス

￥2,090
［￥1,900］ 白 ゲヴェルツトラミネル A-1 13.0％ 750㎖ 完熟した果実の爽やかな甘さにほのかな苦み。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。

S 196 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

ありぶどうのポテンシャルの高さが感じられます。余韻の長さ、きめの細かい泡立ちが特徴です。

197 ジャン・ガニュロ　シャルドネ　’１７
フランス
ブルゴーニュ

￥3,300
［￥3,000］ 白 シャルドネ D-3 13.0％ 750㎖ レモン、青りんごなどのフレッシュな果実感、爽快なキレのある酸とミネラルを感じ

ます。後半から甘みをともないやや塩味も感じる心地よい苦みが広がります。

S 198 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とほのかなタンニンが心地よく広がります。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。

199 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 12.0％ 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。

DG◎ 200 Ｃｈ　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
らかな口当たりの、魅力的な赤ワインです。フォーマルパーティのディナー、贈り物にも最適です。



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

（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

ブース�　（国分）“王道ワイン”から“こだわりワイン”まで飲み比べ！ 世界各国の高コストパフォーマンスワイン特集
はブースのオススメ商品です
注文
NO 商品名 地域 特別価格 ご注文数 タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

201 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

￥1,958
［￥1,780］ 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作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。

202 リコッサ バルバレスコ　’15 イタリア
ピエモンテ

￥3,036
［￥2,760］ 赤 ネッビオーロ H-2 13.5％ 750㎖ イタリアワインの女王。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。

203 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

￥2,464
［￥2,240］ 白・発泡 シャルドネ、ピノ・ノワール C-2 12.5％ 750㎖ 瓶内2次発酵24カ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。

204 ＫＷＶ　ラボリーシラーズ 南アフリカ共和国
西ケープ

￥1,518
［￥1,380］ 赤 シラーズ G-2 14.0％ 750㎖ 10～12カ月間、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。

G 205 ＫＷＶ　 カセドラル・セラー　シャルドネ　’18
南アフリカ共和国
西ケープ

￥2,200
［￥2,000］ 白 シャルドネ D-2 13.5％ 750㎖ 【Japan Women's Wine Awards 2020 “SAKURA”GOLD受賞】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、瑞 し々いフィニッシュのワインです。

206 ＫＷＶ　カフェ　カルチャー 南アフリカ共和国
西ケープ

￥1,474
［￥1,340］ 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。

207 フライシャー ゲヴェルツトラミネル　’18
フランス
アルザス

￥2,365
［￥2,150］ 白 ゲヴェルツトラミネル D-1 14.0％ 750㎖ ゲヴェ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長です。

208 シャトー　ジゴー　’１5 フランス
ボルドー

￥2,233
［￥2,030］ 赤 メルロ H-0 13.5％ 750㎖ 優しい果実味を最大限に発揮させる為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とうまくバランスをとっています。

209 ライマット  オーガニック　ヴェンターダ　’18
スペイン
カタルーニャ

￥2,024
［￥1,840］ 白 ガルナッチャ・

ブランカ C-3 12.5％ 750㎖ 洋ナシやパイナップルのアロマにシトラスの香りが特徴です。エレガントな花の香り
と白い果実の風味が広がり、フレッシュでミネラル感のあるオーガニックワインです。

210 ペマルティン　 モスカテル スペイン
へレス

￥2,882
［￥2,620］ シェリー モスカテル Bー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お勧めの1本です。

211 コスタブリッコ　アスティスプマンテ イタリアピエモンテ
￥1,540
［￥1,400］ 白・発泡 モスカート・ビアンコ A-3 7.0％ 750㎖ 繊細な白い花の香りやはじけるような桃のフレーバーが印象的です。蜂蜜のようなやさ

しい甘み、フレッシュシトラスの酸味が心地よく調和した甘口スパークリングワインです。

212 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　’17
チリ
コルチャグア・ヴァレー

￥2,156
［￥1,960］ 赤 カルメネール H-2 14.5％ 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。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。

213 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

￥2,365
［￥2,150］ 白 ガルガネガ D-2 13.0％ 750㎖ ロミオとジュリエットの舞台：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良いボリューム感のあるワインです。

214 パスクア  オーガニックネーロダーヴォラシラーズ　シチリア
イタリア
シチリア

￥1,287
［￥1,170］ 赤 ネーロ・ダーヴォラ、

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オーガニックワインです。

215 カステルブラン  ブリュット　レセルヴァ スペイン ￥1,727
［￥1,570］ 白・発泡 パレリャーダ、マカベオ、チャレロ C-2 11.5％ 750㎖ 複雑な香りは、熟したアプリコットや桃系果実と柑橘系果実が、熟成由来の香

ばしさをまとまってバランス良く感じられます。

216 デ　ローチ　  ジンファンデル　’１7
アメリカ
カリフォルニア

￥2,365
［￥2,150］ 赤 ジンファンデル

主体 G-2 14.5％ 750㎖ カリフォルニア原産ぶどう品種ジンファンデルを使用。完熟した果実を煮詰めた
ような芳醇な香りがします。

217 ブリー  リースリング ドイツ ￥1,430
［￥1,300］ 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㎖ 緑がかった淡い黄色。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。

218 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長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。

219 ローズマウント　 ダイヤモンド　シラーズ　’18
オーストラリア
サウス・オーストラリア

￥1,925
［￥1,750］ 赤 シラーズ G-2 13.5％ 750㎖ 口に含むとフレッシュなブラックベリー、ブラックチェリー、プラムといった果実味

が広がり、樽熟成による複雑さも感じられます。

220 ローズマウント　  ブレンド　トラミネルリースリング　’１６
オーストラリア
サウス・イースタン・オーストラリア

￥1,144
［￥1,040］ 白 トラミネル、

リースリング 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。



承り期間：４月２９日（水･祝）　5月９日（土）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

ブース�　（三国ワイン）ヨーロッパ周遊！ グッドバリューワイン特集
はブースのオススメ商品です
注文
NO 商品名 地域 特別価格 ご注文数 タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

221 ゾーニン　プロセッコ　ＤＯＣスペシャル・キュヴェ　ミレジマート　'18
イタリア/フリウリ-ヴェ
ネツィア・ジューリア

￥1,518
［￥1,380］ 白・発泡 グレーラ A-1 11.0％ 750㎖ とてもデリケートで細やかな泡立ち。アーモンドなどナッツ系の香ばしい香りとリ

ンゴなど爽やかな味わいで、酸味のバランスがすばらしいワインです。

222 ロジャーグラード　カバ　プラチナドゥミ・セック　レセルバ　'16
スペイン
カタルーニャ州ペネデス

￥2,134
［￥1,940］ 白・発泡 チャレッロ　マカベオ

パレリャーダ A-3 12.0％ 750㎖ 厳選された果実を圧搾し、その果実の最も良質とされるファーストモストのみを贅沢に使用していま
す。良質な果実から生まれるフルーティな香りと酸味、心地よい甘みを感じさせる仕上がりです。

223 ロジャーグラード　カバコーラル・ロゼ・ブリュット　'17
スペイン
カタルーニャ州ペネデス

￥2,112
［￥1,920］ ロゼ・発泡 ガルナッチャピノ・ノワール C-0 12.0％ 750㎖ 赤ワインに用いられる黒ぶどうのみを贅沢に使うことで、フレッシュかつきれいな酸味と、淡い色合いから

は想像できないしっかりとしたアロマ・ボディ・骨格が、心地よい泡立ちと共にエレガントに感じられます。

224 ヴーヴ・アンバルグラン・キュヴェ NV
フランス
ブルゴーニュ

￥2,530
［￥2,300］ 白・発泡 ピノ・ノワール、シャル

ドネ、ガメイ、アリゴテ C-2 12.0％ 750㎖ クレマン・ド・ブルゴーニュNo.1の名門がブルゴーニュのぶどう4品種を見事に調和。フレッシュで細やかな
泡立ちが心地よく、上品な酸味とグレープフルーツの皮のニュアンスが、さわやかな余韻と共に感じられます。

225 ロジャーグラード　カバ　グラン・レセルバ　ジョセップ・ヴァイス　'13
スペイン
カタルーニャ州ペネデス

￥2,838
［￥2,580］ 白・発泡 シャルドネ、チャレッロ、

マカベオ、パレリャーダ D-3 12.0％ 750㎖ ロジャーグラードが誇る最高品質のトップキュベ。きめ細やかな泡立ち、爽やかな中に
も奥深さを感じさせるその品質はシャンパーニュと比較しても劣ることはありません。

226 クネ　アラーノ　オーガニック　ビウラ　'18 スペイン ￥1,122
［￥1,020］ 白 ビウラ C-1 12.5％ 750㎖ 香り豊かなビウラの特性を存分に引き出した仕上がり。フレッシュな酸味と上質なミネラル感のある味わ

いであり、新鮮な柑橘系や白桃を思わせるフレッシュ＆ドライな仕上がりのオーガニックワインです。

S 227 ランドラスト　オーガニック　ブラン　'18
ドイツ
ファルツ・ラインヘッセン

￥1,419
［￥1,290］ 白 ヴァイスブルグンダー（ピ

ノ・ブラン）、リヴァーナー A-1 12.0％ 750㎖ 【Japan Women's Wine Awards 2020 “SAKURA” Silver 受賞】フルーティ＆アロマティックなドイツ産オーガニック＆ヴィー
ガン白ワイン。クリアな果実味と控えめな酸がバランスよく調和した、もぎたてのフルーツをかじったような味わいのワインです。

228 ゾーニン　ルガーナ　ＤＯＣ　'18
イタリア
ヴェネト

￥2,024
［￥1,840］ 白 トレッビアーノ・

ディ・ルガーナ C-2 12.5％ 750㎖ ヴェネト固有品種を用いたミネラル感あふれる辛口白ワイン！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。アフターも柑橘系のニュアンスが長く続きます。

229 メゾン・ジョゼフ・ドルーアン　マコン・ヴィラージュ　ブラン　'18
フランス
ブルゴーニュ

￥2,233
［￥2,030］ 白 シャルドネ C-3 13.0％ 750㎖ 透き通るような明るい色合いで、白い花や柑橘系果実の香り。そして、すっきりと

した酸味、キリっとした口当たりと心地よいフィニッシュを感じさせます。

230 クネ　パゴス・デ・ガリア　ゴデーリョ　'18
スペイン
バルデオラス

￥2,530
［￥2,300］ 白 ゴデーリョ D-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。青リンゴやライムなどのフレッシュな味わいで5

カ月のシュール・リーにより複雑さが加わっています。滑らかなテクスチャーと長い余韻が印象的です。

231 クネ　モノポール　クラシコ　'16
スペイン
リオハ・アルタ

￥3,542
［￥3,220］ 白 ビウラ主体 D-0 13.5％ 750㎖ マンサニーリャを加えたリオハ伝統製法の白ワインの復刻版。旨みがあり、カモミール、ドライフルーツ、

海風、アスパラガス、塩味を感じるミネラルとエレガントな酸味が織りなす素晴らしい余韻があります。

G 232 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
￥1,122
［￥1,020］ 赤 テンプラニーリョ E-2 13.0％ 750㎖ 【Japan Women's Wine Awards 2020 “SAKURA” Gold 受賞】厳選されたオーガニックぶどうを使用

した本格派ワイン。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。

S 233 ゾーニン クラシチ モンテプルチアーノ・ダブルッツォ DOC　'18
イタリア
アブルッツォ

￥1,320
［￥1,200］ 赤 モンテプルチアーノ E-2 13.0％ 750㎖ 【Japan Women's Wine Awards 2020 “SAKURA” Silver 受賞】IWCイタリアNo.1赤ワイン獲得ワイナリーが

手掛ける華やかな赤ワイン。果実のジューシーさがあり、若干のスパイスやモカなどを感じる心地よい余韻があります。

234 ランドラスト　オーガニック　ルージュ　'18
ドイツ
ファルツ・ラインヘッセン

￥1,419
［￥1,290］ 赤 ドルンフェルダー、シュペートブ

ルグンダー（ピノ・ノワール） E-3 12.0％ 750㎖ ドイツ産オーガニック＆ヴィーガン赤ワイン。有機栽培のぶどうを使用し、赤系果実のフルー
ティさがしっかりと感じられるフレッシュながらも飲みごたえのある味わいの赤ワインです。

235 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

￥2,024
［￥1,840］ 赤 コルヴィーナ、コルヴ

ィノン、ロンディネッラ H-2 14.5％ 750㎖ ”滑らか”という意味を持つ、アマローネと同じアパッシメント製法。しっかりと完熟した果実味が感じられるフルボデ
ィだが、きれいな酸味とスパイスが調和し、複雑性を引き出しています。滑らかなタンニンのアフターも印象的です。

236 クネ　ビーニャ・レアル　クリアンサ　'15
スペイン
リオハ・アラベサ

￥2,233
［￥2,030］ 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 F-0 13.5％ 750㎖ なめらかな口当たりとキメ細かいタンニンが、奥深く気品溢れるスタイルを表現しています。スペ
イン国王より、「芸術的な施設で造られたワイン」と称賛されるほど、高い評価を受けています。

237 ジョエル・ロブション　コレクション　コート・デュ・ローヌ　ルージュ　'16
フランス
ローヌ

￥2,420
［￥2,200］ 赤 グルナッシュ、シラー、

ムールヴェドル H-0 14.0％ 750㎖ ジョエル・ロブション氏がポールジャブレの醸造家カロリーヌ・フレイと共にローヌのテロワール
を反映しながら、食事を引き立てるワインを厳選したジョエル・ロブションコレクションです。

238 クネ　パゴス・デ・ガリア　メンシア　'16
スペイン
バルデオラス

￥2,530
［￥2,300］ 赤 メンシア G-0 13.5％ 750㎖ ストレート質土壌で栽培されたぶどうは低収量で凝縮感のあるワインが生まれます。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的なワインです。

239 メゾン・ジョゼフ・ドルーアン　ブルゴーニュ　ピノ・ノワール　ルージュ　'17
フランス
ブルゴーニュ

￥2,530
［￥2,300］ 赤 ピノ・ノワール F-2 12.5％ 750㎖ 輝くルビー色で、フレッシュな果実味、エレガントな酸味、柔らかなタンニンを持

ち、ブルゴーニュの正統なスタイルとしてお手本となっています。

240 クネ　ベラ　レセルバ　'12 スペイン
リベラ・デル・ドゥエロ

￥4,554
［￥4,140］ 赤 ティンタ・デル・パイス

（テンプラニーリョ） F-1 14.5％ 750㎖ 熟成感とミネラリティー溢れる正統派。ソフトで熟成感のあるシルキーなタンニンが旨味
と熟成感を醸し出しています。モカのほのかな甘いスパイスと共に長い余韻があります。



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

（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

ブース�　（山形：高畠ワイナリー）日本の銘醸地、フルーツ王国・山形からバラエティ豊かなワイン特集
はブースのオススメ商品です
注文
NO 商品名 地域 特別価格 ご注文数 タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

241 高畠醗泡プリデムースデラウェア　’18　
日本
山形

￥1,738
［￥1,580］ 白・発泡 デラウェア C-2 12,5％ 750㎖ 種ありデラウェアを使用した、瓶内発酵を行った旨味のある辛口のスパークリン

グワインです。

242 嘉スパークリング　ピノシャルドネ　’19　
日本
山形

￥1,848
［￥1,680］ 白・発泡 シャルドネ、ピノ・ノワール D-0 12,5％ 750㎖ 果実の旨味が口いっぱいに広がるすっきりと爽やかな味わいの辛口スパークリ

ングワインです。

243 嘉スパークリング　ロゼ　ブリュット
日本
山形

￥1,782
［￥1,620］ ロゼ・発泡 マスカット・ベーリーA C-2 13.0％ 750㎖ 美しいロゼ色に輝き、キャンディのような可愛らしい香りと共にすっきりとした爽

やかな味わいが広がる、辛口のスパークリングワインです。

244 嘉スパークリング　オレンジマスカット
日本
山形

￥1,782
［￥1,620］ 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、高貴な香りと上品な甘さが広がる、

甘口のスパークリングワインです。

245 高畠　シードル 日本
山形

￥1,496
［￥1,360］ 白・発泡 ふじりんご B-0 8.0％ 750㎖ 瑞 し々くフルーティなリンゴの味わいをそのまま閉じ込めました。細やかな泡がパ

チパチ弾けるやや甘口に仕上げています。

246 さくらんぼワイン 日本
山形

￥957
［￥870］ 白 さくらんぼ B-2 7.0％ 500㎖ 数種類のさくらんぼ果汁をブレンドすることで奥行きある甘酸っぱいチャーミング

な味わいです。

247 ももワイン 日本
山形

￥957
［￥870］ 白 もも B-0 7.0％ 500㎖ 桃をかじっているかのような瑞 し々くも芳醇な香りが口いっぱいに広がります。

248 氷結搾り　デラウェア　’19　
日本
山形

￥2,167
［￥1,970］ 白 デラウェア A-2 9.0％ 720㎖ デラウェアを氷結させて濃厚な果汁だけで造り上げた、上品な甘さの白ワインで

す。

249 まほろばの貴婦人　赤 日本
山形

￥3,278
［￥2,980］ 赤 カベルネ・ソーヴィニョン、

オレンジマスカット H-0 11,5％ 750㎖ 華やかな香りと芳醇で濃厚な味わいが特徴の甘口赤ワインです。

250 高畠　ブラン　白辛口 日本
山形

￥1,166
［￥1,060］ 白 デラウェア A-1 11.0％ 720㎖ デラウェア特有のフルーティな香りが口いっぱいに広がる、やや辛口の白ワイン

です。

251 高畠　ブラン　白甘口 日本
山形

￥1,166
［￥1,060］ 白 ナイアガラ A-3 11.0％ 720㎖ 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香りのする、

爽やかな甘口白ワインです。

252 高畠　ルージュ　赤 日本
山形

￥1,166
［￥1,060］ 赤 マスカット・ベーリーA E-3 12.0％ 720㎖ マスカット・ベーリーAを使用した、渋みの少なく軽やかな味わいのライトタイプ

の赤ワインです。

253 ルオール　シャルドネ 日本
山形

￥1,584
［￥1,440］ 白 シャルドネ C-2 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。

254 ルオール　カベルネ＆メルロー 日本
山形

￥1,584
［￥1,440］ 赤 カベルネ・ソーヴ

ィニョン、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。

255 亜硫酸無添加シャルドネ　’19　 日本山形
￥1,639
［￥1,490］ 白 シャルドネ C-3 13.0％ 720㎖ 亜硫酸無添加で造り上げた、魚介類との相性が抜群のずばり和食向けの辛

口白ワインです。

256 ラスティック　デラウェア　’18　 日本山形
￥1,606
［￥1,460］ 白 デラウェア C-0 13.0％ 720㎖ 種ありデラウェアの凝縮感とデラウェア特有の甘やかな香り。キレのある酸が

絶妙なバランスです。

257 クラシック上和田ピノブラン　’18　
日本
山形

￥1,606
［￥1,460］ 白 ピノ・ブラン C-0 13.0％ 720㎖ 日本では珍しいピノブラン。柑橘系や白い花のような華やかなアロマと程よいコ

ク（果実味）を綺麗な酸が引き締めた辛口ワインです。

S 258 ジャパネスク　ベーリーズブレンド　’17　
日本
山形

￥1,749
［￥1,590］ 赤 マスカット・ベーリーA、ベーリ

ーアリカント、ブラッククイーン G-0 12,5％ 720㎖ 日本固有品種のみで醸しました。チャーミングな赤い果実の香りと穏やかな渋
み、程よくコクのあるボディは食卓に花を添えます。

259 たかっきはたっき　メルロー＆カベルネ・ソーヴィニョン　’16　
日本
山形

￥2,893
［￥2,630］ 赤 メルロ、カベルネ・ソーヴ

ィニョン、プティヴェルド H-0 14.0％ 750㎖ 欧州系品種3種類をブレンドした、力強く複雑で奥行きがあり、厚みと深みのあ
る芳醇な赤ワインです。

260 マジェスティク　ローグルルージュ　赤鬼　’16　
日本
山形

￥3,377
［￥3,070］ 赤 カベルネ・ソーヴィニョン、

メルロ、プティヴェルド H-1 14.0％ 750㎖ ボルドースタイルのマジェスティックシリーズ。凝縮感、細やかなタンニンとエレガントさ
を演出する酸が特徴的です。ニューワールド日本のフルボディをぜひお試しください。



承り期間：４月２９日（水･祝）　5月９日（土）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

ブース�　（山形：朝日町ワイン＆宮崎：都農ワイン）大人気の甘口ワインから本格派ワイン＆注目の新着ワイン特集
はブースのオススメ商品です
注文
NO 商品名 地域 特別価格 ご注文数 タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

261 朝日町ワイン山形ナイアガラ白甘口　NV
日本
山形

￥1,265
［￥1,150］ 白 ナイアガラ A-2 9.0％ 720㎖ ぶどうをまるごと食べているようなアロマチックで香り高い甘口白ワインです。

S 262 朝日町ワイン山形ナイアガラ白辛口　NV
日本
山形

￥1,265
［￥1,150］ 白 ナイアガラ D-0 12.0％ 720㎖ マスカットやパイナップル、ハーブのアロマがやさしく広がる辛口白ワインです。

G 263 朝日町ワインスパークリングナイアガラ白甘口　NV
日本
山形

￥1,441
［￥1,310］ 白・発泡 ナイアガラ A-2 9.0％ 750㎖ ぶどうをまるごと食べているような甘口のスパークリングワインです。マスカットや

パイナップル、ハーブのアロマがやさしく広がります。

264 朝日町ワインはなふわわ赤甘口　NV
日本
山形

￥1,375
［￥1,250］ 赤 マスカット・ベーリーＡ、

ナイアガラ E-3 8.0％ 720㎖ 甘くフルーティな香りにやさしい酸味があいまって芳醇な果実味のある甘口の
赤ワインです。冷たくひやしても美味しい赤ワインです。

265 朝日町ワインアイスエッセンス氷の妖精極甘口ロゼ　NV
日本
山形

￥2,101
［￥1,910］ ロゼ マスカット・ベーリーＡ B-3 10.0％ 720㎖ 完熟したぶどうを凍らせて、ぶどうから浸み出たエッセンスだけを醸造したストロベ

リージャムのような香りが広がる極甘口ワインです。

266 朝日町ワイン朝日町リースリングフォルテ＆リオン　'18
日本
山形

￥1,562
［￥1,420］ 白 リースリングフォルテ、

リースリングリオン C-2 13.0％ 720㎖ 香りはライムやグレープフルーツのシトラス系で、味わいは酸が生き生きとしてお
り、爽やかな辛口白ワインです。

267 朝日町ワイン　マイスターセレクションソーヴィニヨンブラン　'18
日本
山形

￥1,881
［￥1,710］ 白 ソーヴィニヨンブラン D-2 13.0％ 720㎖ 朝日町ワインイチオシの白ワイン。山形県朝日町産のソーヴィニヨンブラン種を使

用。柑橘系の華やかな香りとフレッシュな酸味が爽やかな辛口の白ワインです。

268 朝日町ワイン　マイスターセレクション遅摘みマスカットベーリーAロゼ辛口　'19
日本
山形

￥1,562
［￥1,420］ ロゼ マスカット・ベーリーＡ D-0 13.0％ 720㎖ 甘く華やかなキャンディー香とさわやかな酸味があいまって、味わいのある高評

価の辛口ロゼワインです。

269 朝日町ワイン柏原ヴィンヤード遅摘み赤辛口　'19
日本
山形

￥1,562
［￥1,420］ 赤 マスカット・ベーリーＡ H-0 13.0％ 720㎖ 糖度と果実味が十分に熟すのを待ち、１１月上旬「遅摘み」収穫致しました。完

熟した濃密な果実味とスパイシーな香り、ふくよかでコクのある赤ワインです。

270 朝日町ワインスパークリングルージュ　NV
日本
山形

￥1,672
［￥1,520］ 赤・発泡 マスカット・ベーリーＡ E-1 11.0％ 750㎖ 華やかな果実香にラズベリーや野いちごなどの赤い果実のさわやかな香りも調

和する辛口赤のスパークリングです。

S 271 都農ワインキャンベル・アーリー 　'19
日本
宮崎

￥1,540
［￥1,400］ ロゼ キャンベルアーリー A-2 9.0％ 750㎖ ワイナリー人気Ｎｏ．１のフルーティなロゼ。イチゴのような香りと心地よい酸味が

特徴です。

272 都農ワインキャンベル・アーリー ドライ　'19
日本
宮崎

￥1,551
［￥1,410］ ロゼ キャンベルアーリー C-0 11.0％ 750㎖ コクとキレのある大人の辛口ロゼ。料理を問わずに楽しめる、ロゼのドライタイプ

です。

273 都農ワインキャンブルスコ・レッド 　NV
日本
宮崎

￥1,980
［￥1,800］ 赤・発泡 キャンベルアーリー B-2 8.0％ 750㎖ キャンベルの風味が豊かで甘さが魅力の赤のスパークリングワインです。

274 都農ワイン牧内アンウッディド シャルドネ　'19
日本
宮崎

￥2,629
［￥2,390］ 白 シャルドネ A-1 10.0％ 750㎖ フレッシュ＆フルーティな白ワイン。ステンレスタンクで仕上げた自社農園１００％

シャルドネです。

275 都農ワイン　白水アンフィルタード シャルドネ＃６－Ｂ　'18
日本
宮崎

￥3,762
［￥3,420］ 白 シャルドネ D-3 11.0％ 750㎖ 最良の単一畑から生まれた逸品。樹齢を重ねたシャルドネの魅力が楽しめる味

わいです。

276 都農ワイン　牧内マスカット・ベーリーA エステート　'19
日本
宮崎

￥1,914
［￥1,740］ 赤 マスカット・ベーリーＡ F-0 11.0％ 750㎖ 完熟ぶどうの魅力が奏でる味わい。自社農園の完熟したマスカット・ベーリーＡ

のみ使用したワインです。

277 都農ワイン　プライベートリザーブマスカット・ベーリーA　'14
日本
宮崎

￥3,135
［￥2,850］ 赤 マスカット・ベーリーＡ H-1 11.0％ 750㎖ 長期樽熟成によって育まれたエレガントな味わい。マスカット・ベーリーＡの最

高峰と言える味わいです。

278 都農ワインスイートツノ　NV
日本
宮崎

￥2,640
［￥2,400］ 白 サニールージュ B-3 11.0％ 375㎖ 氷結したサニールージュを搾った、女性に大人気のエレガントな極上の甘口ワ

インです。

279 スパークリングワイン マンゴー　NV
日本
宮崎

￥2,552
［￥2,320］ 白・発泡 マンゴー B-2 9.0％ 750㎖ 宮崎県産マンゴーを１００％使用した、ほんのり甘い大人のスパークリングワイン

です。

280 レモンチェロ　NV 日本
宮崎

￥2,090
［￥1,900］ リキュール ブランデー、レモン B-3 30.0％ 375㎖ 自社畑栽培のレモンと都農ワインのブランデーを使った爽やかで濃厚なリキュ

ールです。



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

（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

ブース�　（岩手：エーデルワイン＆山梨：まるき葡萄酒）日本の名産地より珠玉のワインが大集合！ 春のおすすめワイン特集
はブースのオススメ商品です
注文
NO 商品名 地域 特別価格 ご注文数 タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

281 いわてブラン　白　NV 日本
岩手

￥1,254
［￥1,140］ 白 ナイアガラ C-2 11.0％ 720㎖ 華やかで甘い香りが楽しめる辛口白ワインです。

282 かぐみ　赤　NV 日本
岩手

￥1,276
［￥1,160］ 赤 メルロ、

キャンベル G-0 12.0％ 720㎖ メルロの柔らかな渋味ある味わいと華やかなキャンベルの香りが感じられる赤ワ
インです。

283 夜空のカノン　赤　NV 日本
岩手

￥1,441
［￥1,310］ 赤 山ぶどう、

キャンベル E-1 11.0％ 720㎖ 山ぶどう特有の香りとキャンベルのフルーティな爽やかさを持った、酸味豊かな
コクのある滋味深い味わいの甘口赤ワインです。

284 コンツェルト　リッチ　赤　NV 日本
岩手

￥1,441
［￥1,310］ 赤 ツヴァイゲルトレーベ、

キャンベル H-0 12.5％ 720㎖ 果実香が豊かで程良い渋味と柔らかな酸味が感じられる味わいの辛口赤ワイ
ンです。

にごりナイアガラ　白　NV 日本
岩手

￥1,364
［￥1,240］ 白 ナイアガラ A-2 9.5％ 720㎖ 人気のにごりワイン。ナイアガラの華やかな香りと採れたての瑞 し々さをお楽し

みください。

286 五月長根葡萄園　白　'18 日本
岩手

￥2,178
［￥1,980］ 白 リースリングリオン D-0 11.5％ 720㎖ ワイナリー一番の看板商品。爽やかな酸味と品の良い林檎のような香りの辛

口白ワインです。

287 シルバー　シャルドネ　白　'17 日本岩手
￥2,717
［￥2,470］ 白 シャルドネ D-2 12.5％ 720㎖ 桃やハーブを思わせる香りと樽香が感じられ、ほどよい酸味のある柔らかな口当

たりの白ワインです。

288 シルバー　ズィーベン　赤　NV 日本岩手
￥2,090
［￥1,900］ 赤 ロースラー、メルロー、

ツヴァイゲルトレーベ他 H-1 12.5％ 720㎖ 黒い果実やバニラ、ココナッツを思わせる甘い香りで、渋味と酸味のある凝縮さ
れた味わいの赤ワインです。

289 シルバー　ツヴァイゲルトレーベ　赤　'16
日本
岩手

￥2,717
［￥2,470］ 赤 ツヴァイゲルトレーベ H-1 13.0％ 720㎖ スパイシーな香りやブラックベリーを思わせる香り、そしてタンニンが感じられ果

実味のあるしっかりとした味わいの赤ワインです。

290 シルバー　大迫メルロー　赤　'16
日本
岩手

￥2,827
［￥2,570］ 赤 メルロ H-1 12.5％ 720㎖ 黒い果実やバニラ、ココナッツを思わせる甘い香りで、渋味と酸味のある凝縮さ

れた味わいの赤ワインです。

291 まるき葡萄酒コリエ・ドゥ・ペルル　ブランムスー　'19
日本
山梨

￥1,881
［￥1,710］ 白・発泡 甲州 C-2 12.0％ 750㎖ 爽やかな酸味とすっきりした口当たりの甲州種の特徴を生かしたスパークリング

ワインです。古酒を7％ブレンドし、奥行きも感じる味わいに仕上がっています。

G 292 ドメーヌレゾンレゾンブラン　'19
日本
北海道

￥3,135
［￥2,850］ 白 ミュラートゥルガウ、

バッカス、オーセロワ A-1 12.5％ 750㎖ 【Japan Women's Wine Awards 2020 “SAKURA” Gold 受賞】北海道産ぶ
どう100％ワイン。甘さ、酸味、スッキリとした辛口に絶妙なブレンドを致しました。

G 293 ドメーヌレゾンメリメロブラン　'19
日本
北海道

￥1,628
［￥1,480］ 白 ナイアガラ、ポート

ランド、デラウェア A-0 11.0％ 750㎖ 【Japan Women's Wine Awards 2020 “SAKURA” Gold 受賞】北海道中富良野醸造。北海道
産ポートランドを中心にナイアガラ、デラウェアをアッサンブラージュし絶妙なブレンドで仕上げました。

294 浜田荒しぼりデラウエア　'19
日本
山形

￥1,364
［￥1,240］ 白 デラウェア B-2 5.0％ 720㎖ 前回ワイン祭で人気を博したにごりワイン。濃厚なにごりの甘さとぶどうのフレッ

シュさをお楽しみください。

295 浜田フォコン山形産セーベル9110　'19
日本
山形

￥1,573
［￥1,430］ 白 セーベル9110 C-3 13.0％ 750㎖ 山形県産セーベル9110を100%使用した、柑橘系の香りとあいまって爽やか

な辛口の白ワインです。

296 浜田フォコン樽熟メルロー　'18
日本
山形

￥1,881
［￥1,710］ 赤 メルロ H-0 13.0％ 750㎖ 山形県産メルロ100％。ほのかに漂う樽香と柔らかなタンニンが調和した味わ

いまろやかな赤ワインです。

G 297 まるき葡萄酒ラフィーユトレゾワ樽勝沼甲州　'18
日本
山梨

￥3,135
［￥2,850］ 白 甲州 D-2 13.0％ 750㎖ 【Japan Women's Wine Awards 2020 “SAKURA” Gold 受賞】山梨勝沼産ぶどう100％。果汁濃縮を

行い、香りが引き立つ酵母を採用、樽熟成により凝縮感のあるエレガントな味わいと余韻が感じられます。

298 まるき葡萄酒ラフィーユトレゾワリザーブド甲州　NV
日本
山梨

￥3,663
［￥3,330］ 白 甲州 B-3 13.0％ 750㎖ 地下セラーに眠る選りすぐり一升瓶古酒のブレンド。発酵系商品との相性が

抜群の老舗ならではの秘蔵酒です。

G 299 まるき葡萄酒ラフィーユ樽ベーリーA　'17
日本
山梨

￥2,508
［￥2,280］ 赤 マスカット・ベーリーＡ G-2 13.0％ 750㎖ 【Japan Women's Wine Awards 2020 “SAKURA” Gold 受賞】完熟マスカット・ベーリー

Ａを樽熟成。香り高い樽香とコクのある味わいは、料理との相性も良く、飲む人の心を癒します。

300 うちなーファームマンゴーワイン　NV
日本
沖縄

￥1,309
［￥1,190］ - マンゴー B-3 8.0％ 500㎖ 沖縄県産マンゴー100％。まるでティーダのような色鮮やかなマンゴーを、やさし

いワインに仕上げました。口いっぱいに広がるトロピカルな果実感が楽しめます。
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ブース�　（新潟：岩の原ワイン）創業130年。日本のワインぶどうの父「川上善兵衛」のオリジナル品種特集
はブースのオススメ商品です
注文
NO 商品名 地域 特別価格 ご注文数 タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

G 岩の原ワイン　
ヘリテイジ　'１６

日本
新潟

￥5,225
［￥4,750］ 赤 マスカット・ベーリーA H-1 12.0％ 720㎖ 樹齢70年以上のマスカット・ベーリーAと完熟したブラック・クイーンを新樽で15カ月間熟成

させました。新樽のロースト香、豊かな果実味とタンニンが調和した擬縮感の高い味わいです。

302 岩の原ワイン　有機栽培ぶどう使用　マスカット・ベーリーA　'１６
日本
新潟

￥4,708
［￥4,280］ 赤 マスカット・ベーリーA H-0 12.0％ 720㎖ 有機栽培のぶどうを自生酵母のみで発酵。ぶどう本来の果実香と、樽熟成由来の

穏やかなタンニンが、バランスよく調和しています。まろやかで繊細な味わいです。

303 岩の原ワイン　マスカット・ベーリーA　'１６
日本
新潟

￥4,180
［￥3,800］ 赤 マスカット・ベーリーA H-0 12.0％ 720㎖ 創業者「川上善兵衛」が情熱を込めて行った、品種交雑の末誕生したマスカット・ベ

ーリーA。品種特徴が見事に表現された、豊かで深みのある香りと味わいが特徴です。

304 岩の原ワイン　ブラック・クイーン　'１６
日本
新潟

￥4,180
［￥3,800］ 赤 ブラック・クイーン H-2 12.0％ 720㎖ 豊かな酸味と凝縮感のある果実の風味。穏やかなタンニンと新樽由来のスパ

イシーな熟成香が調和した味わいです。

305 岩の原ワイン　ローズ・シオター　'１９
日本
新潟

￥3,135
［￥2,850］ 白 ローズ・シオター C-2 11.0％ 720㎖ りんごや洋梨のような柔らかな果実の香りと、穏やかな酸味が調和する上品な

バランスの白ワインです。

306 岩の原ワイン　レッド・ミルレンニューム　'１９　辛口
日本
新潟

￥3,135
［￥2,850］ 白 レッド・

ミルレンニューム C-0 12.0％ 720㎖ クリスタルで透明感のある爽快な酸味。ライチやマスカットなどのアロマティック
なフルーツの香り、食事との相性がよい個性溢れる辛口ワインです。

307 岩の原ワイン　レッド・ミルレンニューム　'１９　甘口
日本
新潟

￥5,225
［￥4,750］ 白・発泡 レッド・ミルレンニューム B-3 10.5％ 720㎖ ぶどうを房ごと凍らせて融けはじめの果汁のみを仕込む氷結仕込。芳醇な香りを引

き出し濃縮した甘みを持ちながらしっかりとした酸味があり、すっきりとした後味です。

308 岩の原スパークリングワインブラン・ド・ブラン　ローズ・シオター
日本
新潟

￥4,180
［￥3,800］ 白・発泡 ローズ・シオター C-2 12.0％ 750㎖ きめ細やかな泡立ち、柑橘系の上品で爽やかな香りとすっきりとした酸味が特

徴です。

309 岩の原スパークリングワインロゼ　マスカット・ベーリーA
日本
新潟

￥4,180
［￥3,800］ ロゼ マスカット・ベーリーA C-2 12.0％ 750㎖ きめ細やかな泡立ち、いちごの様なほのかに甘い香りと爽やかな酸味が特徴で

す。

G 310 岩の原ワイン　深雪花　赤 日本
新潟

￥2,112
［￥1,920］ 赤 マスカット・ベーリーA F-0 12.0％ 720㎖ 厳選した完熟マスカット・ベーリーAの豊かな果実味と、樽熟成由来のほのか

なロースト香を感じる、バランスが良くやわらかな口当たりが特徴です。

311 岩の原ワイン　深雪花　白 日本
新潟

￥2,112
［￥1,920］ 白 シャルドネ C-3 12.0％ 720㎖ やさしく上品な香り、果汁の自然清澄と低温発酵から生まれる爽やかな白ワイン

です。

312 岩の原ワイン　深雪花　ロゼ 日本
新潟

￥2,112
［￥1,920］ ロゼ マスカット・ベーリーA C-3 12.0％ 720㎖ 深みのある鮮やかな色合い。華やかな香りと爽やかな酸味が調和しキリッとした

味わいです。

313 岩の原ワイン　善　赤 日本
新潟

￥1,331
［￥1,210］ 赤 マスカット・ベーリーA F-0 12.0％ 720㎖ マスカット・ベーリーAの華やかな香りと、果実味豊かな味わいです。毎日の生

活で楽しんでいただけるワインです。

314 岩の原ワイン　善　白 日本
新潟

￥1,331
［￥1,210］ 白 甲州 C-0 12.0％ 720㎖ 甲州の上品でやさしい香り、すっきりさわやかな辛口の味わいです。毎日の生活

で楽しんでいただけるワインです。

315 岩の原ワイン　善　ロゼ 日本
新潟

￥1,331
［￥1,210］ ロゼ マスカット・ベーリーA C-0 11.5％ 720㎖ マスカット・ベーリーAの華やかな香りと、果実味豊かな味わいです。毎日の生

活で楽しんでいただけるワインです。

316 岩の原ワイン　善　赤　甘口 日本
新潟

￥1,331
［￥1,210］ 赤 マスカット・ベーリーA A-2 10.5％ 720㎖ ぶどうの豊かな香り。さっぱりとした酸味と甘みのバランスが絶妙な味わいの甘

口赤ワインです。

317 岩の原ワイン　善　白　甘口 日本
新潟

￥1,331
［￥1,210］ 白 ナイアガラ A-2 10.5％ 720㎖ ぶどうの豊かな香り。さっぱりとした酸味と甘みのバランスが絶妙な味わいの甘

口白ワインです。

318 岩の原ワイン　にごり造り　ロゼ　'１９
日本
新潟

￥1,595
［￥1,450］ ロゼ マスカット・ベーリーA B-0 9.0％ 720㎖ 発酵直後のうま味をそのまま瓶詰しました。

果実の甘みを残した爽やかな風味が特徴のロゼワインです。

319 岩の原ワイン　すっきり甘口　ロゼ　マスカット・ベーリーA　'１９
日本
新潟

￥1,386
［￥1,260］ ロゼ マスカット・ベーリーA A-1 11.5％ 720㎖ マスカット・ベーリーAの華やかな香りと、まろやかでふくらみのある味わい。上

品ですっきりとした甘口のロゼワインです。

320 岩の原ワイン　ももワイン　'１９ 日本
新潟

￥1,364
［￥1,240］ ー もも B-3 8.0％ 720㎖ 新潟県産のももを100％使用。ももを丸ごと食べたようなフルーティな香りと味

わいが特徴です。
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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

ブース�　（モトックス）イタリア・スペインの魅力！ おすすめヨーロッパワイン特集
はブースのオススメ商品です
注文
NO 商品名 地域 特別価格 ご注文数 タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

321 サンテロピノ　シャルドネ　フラワーボトルＮＶ
イタリア
ピエモンテ

￥1,144
［￥1,040］ 白・発泡 ピノ・ビアンコ、シャルドネ D-1 11.5％ 750㎖ きめ細かい泡に、まるでお花のような香りの辛口スパークリングワインです。愛ら

しいフラワーラベルが、お祝い事やハレの日に華を添えます。

322 アルティーガ・フステルダミア　カバ　ブルットＮＶ
スペイン
カタルーニャ

￥1,320
［￥1,200］ 白・発泡 シャレロ、マカベオパレリャーダ D-2 11.5％ 750㎖ モストフロールと呼ばれる第一搾汁100%の贅沢なカバです。クリーミーな泡と

爽やかな口当たりで食事にとても良く合います。

323 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　フリッツァンテ　ドルチェ　’１８

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 A-1 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。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。

324 サンテロ　ウィ゙ッラ・ヨランダ　モスカート・ダスティ　’１８
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-2 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の甘口ワイン。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。

325 サン・マルツァーノ　イル・プーモ　ソーウィ゙ニヨン　マルウァ゙ジーア　’１9
イタリア
プーリア

￥1,100
［￥1,000］ 白 ソーヴィニヨン・ブラン、

マルヴァジーア・ビアンカ D-0 12.0％ 750㎖ 柑橘系果実とハーブの爽やかな香り。口の中にフレッシュかつフルーティな味わいが広
がり、酸味とミネラルが豊かで、飲み飽きしません。前菜や魚介との相性は抜群です。

326 フェウド・アランチョ　フェウド・アランチョ　インツォリア　’１８
イタリア
シチーリア

￥1,100
［￥1,000］ 白 インツォリア D-0 13.0％ 750㎖ 白い花やミネラルの香り。レモンのようなキリっとした酸と、洋ナシやメロンを想わ

せる果実味が豊かで、夏野菜のような瑞 し々さが素晴らしい白ワインです。

327 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　’１８

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-3 12.5％ 750㎖ 香り、味わいともに華やかでフルーティな印象。カジュアルなワインながら、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。

328 パゴ・カサ・グラン　カサ・ベナサル　ゲウェ゙ルツトラミネル／モスカテル　’１８
スペイン
バレンシア

￥1,232
［￥1,120］ 白 モスカテル、

ゲヴェルツトラミネル D-1 12.0％ 750㎖ オレンジやグレープフルーツ、ベルガモットのような華やかな香りや桃やアーモン
ドを想わせるふくよかなニュアンスもある、酸味と厚みの絶妙なワインです。

329 テヌータ・サンアントニオ　サンアントニオ　ソアーウェ゙　フォンタナ　’１８
イタリア
ウェ゙ネト

￥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-1 12.5％ 750㎖ 瑞 し々い果実の香りが豊か。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。清涼
感のあるフレーバーに、適度なボリューム感。綺麗な酸が、口の中をリフレッシュしてくれる。

330 アジィエンダ・アグリコーラ・ディ・レナルドシャルドネ　モノウィ゙ティーニョ　’１８
イタリア　フリウリ
ウェ゙ネツィア・ジューリア

￥1,496
［￥1,360］ 白 シャルドネ D-1 12.5％ 750㎖ 白や黄色の繊細な花、フレッシュパイナップルなどの熟れたフルーツの香り。新鮮な酸味

とふくよかな果実味が心地よく口中に広がり、程よく厚みがあり飲みやすい白ワインです。

331 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　’１１
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。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。

332 バイカ　ビノス・イ・ビニェードス　アントニータ・
プニュエロス・バイカ　テンプラニーリョ　’１８

スペイン
ラ・リオハ

￥1,276
［￥1,160］ 赤 テンプラニーリョ H-0 13.5％ 750㎖ 完全有機栽培の自社畑で丁寧に手摘みされたテンプラニーリョを使った赤ワインです。

リッチなアロマと風味ある飲みごたえで、肉料理や熟成チーズなどと相性が良いです。

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・ソーウィ゙ニヨン　オーク樽熟成　’１７

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。

334 カンティーナ・ディオメーデ　アリアニコ・デル・ウル゙トゥレ　’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等の果実の香りに、たばこの

葉やハーブのニュアンス。果実味にタンニンが綺麗に溶け込んでおり飲みやすいワインです。

335 サンテロ　ディーレ　バルベーラ・ダスティ　オーク樽熟成　’１６
イタリア
ピエモンテ

￥1,584
［￥1,440］ 赤 バルベーラ H-0 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。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。

336 カーサ・ウィ゙ニコラ・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 F-0 13.0％ 750㎖ 飲み頃ネッビオーロ。イチゴ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します。滑らかな舌触りでまとまりのある果実味が特徴です。

337 ボデガス・ビーニャス・デル・セニベンタ・マサロン　’１６
スペイン
カスティーリャ・イ・レオン

￥1,892
［￥1,720］ 赤 テンプラニーリョ H-2 14.5％ 750㎖ 古木で知られるワイナリーの、程よい樽感をまとったテンプラニーリョ。黒果実、

リコリス、スミレなど非常に複雑で長い余韻が続きます。

338 カンティーナ・ディオメーデカナーチェ　’１５
イタリア
プーリア

￥2,376
［￥2,160］ 赤 ネーロ・ディ・トロイア(ウーヴ

ァ・ディ・トロイア)、アリアニコ H-3 13.5％ 750㎖ 深いルビーレッド、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だが存
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。

339 レ・ウィ゙ッレ・ディ・アンタネ　アマローネ・デッラ・ウァ゙ルポリチェッラ　’１６
イタリア
ウェ゙ネト

￥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。長い余韻が楽しめ上品な味わいです。

340 フェウド・アランチョエドニス　リゼルウァ゙　’１５
イタリア
シチーリア

￥3,432
［￥3,120］ 赤 ネロ・ダーヴォラ H-3 14.0％ 750㎖ 非常に深い色調。熟したプラムや赤果実のコンポート、タバコやバニラなどの複

雑で深い香り。濃厚でリッチな果実味に溢れ、タンニンは熟していて滑らかです。
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承り期間：４月２９日（水･祝）　5月９日（土）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

ブース�　（モトックス）イタリアの濃い旨ワイン特集
はブースのオススメ商品です
注文
NO 商品名 地域 特別価格 ご注文数 タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

341 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 D-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。

342 サンテロアスティ　セッコ　９５８ＮＶ
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 B-0 11.0％ 750㎖ マスカットの華やかな香りに、爽やかな果実の甘味と凝縮感、酸味のバランスが非常によ

く、飲みやすいやや辛口ワインです。上質のマスカットを使用したスパークリングワインです。

343 サンテロ天使のロッソ’ＮＶ
イタリア
ピエモンテ

￥1,232
［￥1,120］ 赤・発泡 マルヴァジーア・ネーラ

ブラケット、フレイザ A-3 7.5％ 750㎖ 輝く美しい赤色のこのワインは、ブラケット種などの黒ぶどうで造られた甘口スパーク
リングです。果実のもつ素晴らしい天然の甘味は天使が運んでくれた贈り物です。

344 ロータリロータリ　ブリュット　ロゼＮＶ
イタリア
トレンティーノ・アルト・アディジェ

￥2,024
［￥1,840］ ロゼ・発泡 ピノ・ノワール、シャルドネ D-1 12.5％ 750㎖ 世界50カ国以上で愛されているロータリ。淡い輝きのあるシルバーピンク色で、チェリーや、リ

ンゴ等の可愛らしい新鮮な果実香が豊かです。フレッシュな酸味と、程よいボディがあります。

345 フェウド・アランチョフェウド・アランチョ　シャルドネ　’１８
イタリア
シチーリア

￥1,100
［￥1,000］ 白 シャルドネ D-1 13.5％ 750㎖ パイナップルやアプリコット、青リンゴなど様々なフルーツの風味がいっぱいです。フレッ

シュ＆まろやかで、飲み応えも十分あります。完熟果実の魅力たっぷりの白ワインです。

346 サン・マルツァーノエステッラ　モスカート　’１８
イタリア
プーリア

￥1,100
［￥1,000］ 白 モスカート D-0 12.5％ 750㎖ ライチやマスカット、蜜を含んだリンゴなど甘やかで華やかな香り。味わいは丸み

があり、酸とミネラル感のバランスのとれた爽やかな辛口白ワインです。

347 アジィエンダ・アグリコーラ・コンティ・ゼッカ
ルナ　コンティ・ゼッカ　’１８

イタリア
プーリア

￥1,980
［￥1,800］ 白 マルヴァジーア・ビアンカ、

シャルドネ D-2 13.0％ 750㎖ 輝きのある黄金色。バナナやジューシーなパイナップル、バニラやナッツの香りも存在しています。ボリュー
ムのある味わいにキリッとしたミネラルが特徴です。柑橘果実の酸味が心地よく、長い余韻が続きます。

348 サン・マルツァーノエッダ　’１８
イタリア
プーリア

￥2,200
［￥2,000］ 白 シャルドネ、フィアーノ・

ミニュトーロ、モスカート D-2 13.0％ 750㎖ 華やかな白い花のアロマと、完熟したリンゴの香りが複雑に混じりあいます。オー
ク樽熟成に由来する香ばしさと果実味が官能的な味わいを産み出しています。

349 サン・マルツァーノイル・プーモ　プリミティーウォ゙　’１８
イタリア
プーリア

￥1,100
［￥1,000］ 赤 プリミティーヴォ H-0 13.5％ 750㎖ スミレ、チェリーやプラムなどのアロマにバニラやローズマリーなどのハーブのニュアンス。

豊かな果実味、ソフトなタンニンとバランスの良さが魅力の飲み心地のよい赤ワインです。

350 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　’１８

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 12.5％ 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です。様 な々赤黒果実の香りが豊かに広がるジューシーなワインです。

351 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　’１８
イタリア
プーリア

￥1,188
［￥1,080］ 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㎖ 深いルビーレッド。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。

アジィエンダ・アグリコーラ・コンティ・ゼッカ
パッショーネ・オーロ　アパッシメント　’１６

イタリア
プーリア

￥1,276
［￥1,160］ 赤 プリミティーヴォ H-1 15.0％ 750㎖ 樹上で過熟させ糖度・凝縮感を上げたぶどうから造られるフルボディの赤ワインです。凝縮

した果実、ドライフルーツのような香りがあり、ジューシーで濃厚な果実の余韻が広がります。

353 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　プリミティーウォ゙　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-1 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。

354 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。

G 355 レ・ウィ゙ッレ・ディ・アンタネアモーレ・エテルノ　オーガニック　ロッソＮＶ
イタリア
ウェ゙ネト

￥1,496
［￥1,360］ 赤 コルヴィーナ、

メルロ、シラー H-0 13.5％ 750㎖ ロミオとジュリエットの舞台であるヴェローナの生産者のワインです。「永遠の愛」という意味があ
り、醸造家の地元愛から命名されました。有機栽培のぶどうを使った果実味豊かな赤ワインです。

356 サン・マルツァーノタロ　サリーチェ・サレンティーノ　’１６
イタリア
プーリア

￥1,760
［￥1,600］ 赤 ネグロアマーロ、

マルヴァジーア・ネーラ H-2 13.5％ 750㎖ ガーネットがかった深みのあるルビーレッド。チェリーや熟したプルーンなどの果実味、タンニン
をしっかりと感じさせつつも、ほんのりと感じるハーブが余韻を引き締め、飲み飽きません。

357 プロウィ゙ンコ　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-2 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ります。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、フルボディでありながらバランスの良い味わいです。

358 カルドーラ　カルドーラ　ユメ　モンテプルチアーノ・ダブルッツォ　’１６
イタリア
アブルッツォ

￥2,288
［￥2,080］ 赤 モンテプルチャーノ 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、カカオやシナモンのような甘

い香りもありしっかりとした余韻が広がります。

359 サン・マルツァーノコレッツィオーネ・チンクアンタ　＋３ＮＶ
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-3 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です。濃い赤紫色、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。

360 サン・マルツァーノセッサンタアンニ　’１５
イタリア
プーリア

￥4,400
［￥4,000］ 赤 プリミティーヴォ H-3 14.5％ 750㎖ ブラックチェリーやプルーンなどのアロマにタバコやスパイスのニュアンスが混ざり合う、複

雑で広がりのある香り。バニラやチョコレートやコーヒーのような甘やかな余韻が続きます。
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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

ブース�　（三国ワイン）大ワイン祭インポーター売れ筋ワイン特集
はブースのオススメ商品です
注文
NO 商品名 地域 特別価格 ご注文数 タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

G 361 ウンドラーガ　スパークリング　モスカート NV
チリ
イタタ・ヴァレー

￥1,419
［￥1,290］ 白・発泡 モスカテル、シャルドネ A-0 11.5％ 750㎖ 【Japan Women's Wine Awards 2020 “SAKURA” Gold 受賞】 程よい甘みと酸味のバランスが秀逸な

モスカートスパークリング。フルーティな味わい、繊細な甘さがありながらも爽やかな酸がバランスよく調和。

362 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

￥1,419
［￥1,290］ ロゼ・発泡 ピノ・ノワール C-2 12.5％ 750㎖ ピノ・ノワール100％のロゼスパークリング。淡いピンク、繊細で持続性のある泡。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味わいは、デザートやアジアンフードとの相性抜群です。

363 ロジャーグラード　カバ　ブリュット　ナチュール　'15
スペイン
ペネデス

￥2,398
［￥2,180］ 白・発泡 チャレッロ、マカベオ、パレリャーダ D-3 12.0％ 750㎖ ドサージュゼロの極辛口スパークリング。クリーミーでありつつも骨格がしっかりとしていて、

長期熟成によるイースト香とフレッシュな果実味とのバランスが程よくとれた味わいです。

364 ナターレ・ヴェルガ　オーガニック　グリッロ　'18
イタリア
シチリア州

￥1,320
［￥1,200］ 白 グリッロ、

カタラット C-1 12.5％ 750㎖ シチリアの海風が育んだオーガニック白ワインです。トロピカルフルーツやハーブのア
ロマが際立ち、フレッシュかつ辛口な味わいです。爽やかな余韻が長く続きます。

365 クネ　ルエダ　'18 スペイン
ルエダ

￥1,320
［￥1,200］ 白 ベルデホ C-2 13.0％ 750㎖ トロピカルフルーツの香りで爽やかな白。魅惑的なトロピカルフルーツの香りに

包まれ、フレッシュでありながら、ふくよかで豊かなコクを感じます。

366 ポール・ジャブレ・エネ　ヴィオニエ　'18
フランス
南フランス

￥1,419
［￥1,290］ 白 ヴィオニエ D-0 12.5％ 750㎖ コストパフォーマンスに優れた希少なヴィオニエを100％使用しています。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。フレッシュでありながら、程よい厚みがあり、長い余韻が感じられます。

サマーハウス　マールボロ　
ソーヴィニヨン・ブラン　'18

ニュージーランド
マールボロ

￥2,024
［￥1,840］ 白 ソーヴィニヨン・

ブラン C-2 13.0％ 750㎖ ホワイトワインメーカー・オブ・ザ・イヤー監修の本格派ソーヴィニヨン・ブラン。クリー
ミーな質感に隠れたほのかな酸味が全体を引き締め、果実感のある余韻を楽しめます。

368 ドメーヌ・アラン・ブリュモン　ラルム・セレスト　'16
フランス
南西地方

￥2,530
［￥2,300］ 白 プティ・マンサン B-2 12.5％ 500㎖ 伝統品種プティ・マンサン100％の至極のデザートワイン。南西地方の伝統品

種であるプティ・マンサンから造られるまろやかでフレッシュな甘口ワインです。

369 メゾン・ジョゼフ・ドルーアン　リュリー　ブラン　'17
フランス
ブルゴーニュ

￥3,245
［￥2,950］ 白 シャルドネ D-2 13.0％ 750㎖ コート・ドールの延長上、サントネの南数キロのところに位置するリュリー村産です。

美しく輝くホワイトゴールドの色合いに、アーモンド、柑橘果実を思わせるアロマです。

370 ドメーヌ・アラン・ブリュモン　シャトー・モンテュス　ブラン　'13
フランス
南西地方

￥4,158
［￥3,780］ 白 プティ・クルビュ、

プティ・マンサン D-3 14.0％ 750㎖ 伝統品種のブレンドによる洗練された味わいです。リッチなバニラ、バター、マッシュルー
ムや香ばしいトーストのアロマ。バランスも完璧で、長期熟成の期待できる白ワインです。

S 371 ドメーヌ・アラン・ブリュモン　マリアンヌ・ルージュ　'16
フランス
南西地方

￥1,122
［￥1,020］ 赤 タナ、カベルネ・ソーヴィ

ニヨン、カベルネ・フラン H-0 13.0％ 750㎖ 【Japan Women's Wine Awards 2020 “SAKURA” Silver 受賞】3品種のブレン
ドにより、複雑さもあり、余韻も長く、フランスワインならではの深い味わいを楽しめます。

DG◎ 372 トゥルッリ　サリーチェ・サレンティーノ　'18
イタリア
プーリア州サレント

￥1,155
［￥1,050］ 赤 ネグロアマーロ、

マルヴァジア・ネーラ G-2 13.5％ 750㎖ 【Japan Women's Wine Awards 2020 “SAKURA” Double Gold “ダイヤモンドトロフィー”受賞】濃厚で複雑か
つ長い余韻。三拍子揃ったＤＯＰワイン。ブラックカラントのアロマに、バニラ、チョコレートの香りが混ざり合います。

373 ナターレ・ヴェルガ　オーガニックネーロ・ダーヴォラ　'18
イタリア
シチリア州

￥1,320
［￥1,200］ 赤 ネーロ・ダーヴォラ、

カベルネ・ソーヴィニヨン F-2 13.5％ 750㎖ 太陽の恵みを存分に受けたシチリアのオーガニック赤ワインです。赤いベリー系やチェリーの
アロマに、スパイスのニュアンスが感じられます。芳醇な果実味にしっかりとした味わいです。

374 クネ　クリアンサ　'16 スペイン
リオハ・アルタ

￥1,419
［￥1,290］ 赤 テンプラニーリョ、

ガルナッチャ、マスエロ E-0 13.5％ 750㎖ クネの果実味溢れるスタンダードワイン。口当たりはエレガントで、かつ若 し々いスパイスの香りとバランス
の良い酸味が見事に調和していき、幅広い料理に合わせることができるワインです。

S 375 ポール・ジャブレ・エネ　シラー　'17
フランス
南フランス

￥1,419
［￥1,290］ 赤 シラー G-0 13.0％ 750㎖ 【Japan Women's Wine Awards 2020 “SAKURA” Silver 受賞】フレッシュな果実味とまろやかなタンニンの

バランスが秀逸です。シラーの個性を引き出しながら、料理とのマリアージュを楽しめるエレガントなシラーです。

G 376 ウンドラーガ　アリウェン　レセルバ　ピノ・ノワール　'18
チリ/カサブランカ・ヴァ
レー　マイポ・ヴァレー

￥1,518
［￥1,380］ 赤 ピノ・ノワール F-0 13.5％ 750㎖ 【Japan Women's Wine Awards 2020 “SAKURA” Gold 受賞】果実味たっぷりで親しみやすい

味わいのワインです。バランスの良い仕上がりで口当たりはソフト、しっかりとした余韻が長く続きます。

377 トゥルッリ　ルカーレ　プリミティーヴォ・プーリア　アパッシメント　'17
イタリア
プーリア州サレント

￥1,826
［￥1,660］ 赤 プリミティーヴォ H-0 14.5％ 750㎖ 樹齢25～35年の遅摘みぶどうを豊かな太陽でアパッシメントした濃厚赤ワインです。しなやかなバランスに優

れ、凝縮された濃い果実味と洗練されたタンニン、そして長い余韻が重なり合った飲みごたえのあるワインです。

378 トゥルッリ　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

￥2,530
［￥2,300］ 赤 プリミティーヴォ G-2 15.0％ 750㎖ 自社畑3ha樹齢60年の遅摘みぶどうを陰干しした、パワフル＆エレガントワイン。柔らかで

エレガントなタンニンとバニラ、コーヒーを思わせるような味わいが幾重にも重なりあいます。

379 ジョッシュ・ワインズ　ジンファンデル　ローダイ　'18
アメリカ/カリフォルニア州セ
ントラル・ヴァレー　ローダイ

￥2,530
［￥2,300］ 赤 ジンファンデル、プテ

ィ・シラー、メルロ H-2 15.0％ 750㎖ 19世紀後半に植えられた古木が多く残るローダイのジンファンデルを使用。ア
ウターにスモーキーなニュアンスが、長い余韻とともに感じられます。

380 ドメーヌ・アラン・ブリュモン　シャトー・モンテュス　'14
フランス
南西地方

￥4,158
［￥3,780］ 赤 タナ、カベルネ・

ソーヴィニヨン H-3 13.5％ 750㎖ マディランを世界に知らしめたブリュモン氏の傑作。ブラックベリー、プラムの凝縮感
にスパイスの香りが豊かに広がり、緻密で芳醇なタンニンが上品に感じられます。
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承り期間：４月２９日（水･祝）　5月９日（土）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

ブース�　（GRN）ヨーロッパ、オセアニアからお買得ワイン特集
はブースのオススメ商品です
注文
NO 商品名 地域 特別価格 ご注文数 タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

DG 381 カンティーネ　デルレ　NV イタリア
エミリア・ロマーニャ

￥1,210
［￥1,100］ 白・発泡トレッビアーノ C-3 11.0％ 750㎖ ハツラツとしたバブルが印象的です。華やかな果実の香りに、スッキリとしていて

爽やかな味わいの辛口スパークリングワインです。

DG 382 ポール・シャンブラン ブリュット ブラン・ド・ブラン　NV
フランス
ブルゴーニュ

￥1,496
［￥1,360］ 白・発泡 アイレン、ユニ・ブラン D-3 11.0％ 750㎖ 完熟したフルーティで豊かな果実味と、溢れるような充実した泡立ちがします。素

晴らしくバランスが取れ、充実したボディーとともに印象的な味わいを残します。

383 アンドリュー・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

￥1,837
［￥1,670］ 赤・発泡 シラー H-1 13.5％ 750㎖ 色は濃いガーネット。チェリー、白胡椒、スギの香り。果実味豊かでしっかりとしたシラー

ズ特有の味わいが程よい酸味のフィニッシュへとつながります。

384 ラ・サングリア ブランコ　NV スペイン
ラ・マンチャ

￥990
［￥900］ 白 アイレン A-3 7.0％ 750㎖ アイレンから造られた白ワインに地中海産のオレンジとレモン、シナモンの風味

が溶け込んだ爽やかな味わいです。

385 ラ・サングリア　NV スペイン
ラ・マンチャ

￥990
［￥900］ 赤 テンプラニーリョ E-3 7.0％ 750㎖ テンプラニーリョから造られたこのサングリアは明るいルビー色で、弾けるように爽やか

なオレンジとレモン、そしてエキゾチックに香り立つシナモンの風味が溶け込みます。

386 ストラタム ソーヴィニョン・ブラン ハーフ　’19
ニュージーランド
ワイパラ

￥1,276
［￥1,160］ 白 ソーヴィニヨン・

ブラン C-3 12.5％ 375㎖ 淡いレモンイエロー。香りは柑橘系とミネラルの香りがバランスよく感じられ、味わいはフレッシュで生き
生きとしていながらも、リッチで凝縮した果実味が特徴です。さらに、長い余韻が味わいを引き立てます。

ストラタム 
ソーヴィニョン・ブラン　’19

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 12.5％ 750㎖ 淡いレモンイエロー。香りは柑橘系とミネラルの香りがバランスよく感じられ、味わいはフレッシュで生き
生きとしていながらも、リッチで凝縮した果実味が特徴です。さらに、長い余韻が味わいを引き立てます。

388 エンバース ソーヴィニョン・ブラン・セミヨン　’18
オーストラリア
マーガレット・リヴァー

￥2,365
［￥2,150］ 白 ソーヴィニヨン・

ブラン、セミヨン C-3 13.0％ 750㎖ レモングラス、パッションフルーツ、キレのある酸、すがすがしい果実味、ハーブの風味が
心地よく、リフレッシュさせられるフィニッシュがします。夕食の最初の1杯に最適です。

389 ワインメーカーズ・ノート シャルドネ　’18
オーストラリア
ヴィクトリア

￥1,320
［￥1,200］ 白 シャルドネ D-3 12.5％ 750㎖ 白桃やネクタリン、アプリコット、パッションフルーツなどの香り。爽やかではっきり

とした果実味。レモンやライムのような素晴らしい酸味で締めくくられます。

390 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

￥1,793
［￥1,630］ 白 シャルドネ D-3 13.5％ 750㎖ アプリコット、桃、ヴァニラ、蜂蜜などの複雑な香り。程よい酸味とオーク樽のニュ

アンスが感じられます。バランスに優れた辛口の白ワインに仕上がっています。

391 エンバース シャルドネ　’18 オーストラリア
マーガレット・リヴァー

￥2,464
［￥2,240］ 白 シャルドネ C-3 13.0％ 750㎖ 洋ナシ、イチジク、メロン、生き生きした酸、クリーミィなタッチと広がりのあるテクスチ

ャー。かすかな苦み、精妙なフィニッシュ。清涼感があり、毎日飲んでも飽きません。

392 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㎖ レモンとライム、フローラルを思わせるようなアロマティックな香り。リッチで凝縮

された果実味でバランスのとれた味わいです。

393 ロルフ・ビンダー イーデン・ヴァレー リースリング　’19
オーストラリア
イーデン・ヴァレー

￥2,266
［￥2,060］ 白 リースリング C-3 12.5％ 750㎖ 繊細なライムの花とバラのフローラルなアロマにシトラスを思わせるバランスの

取れた味わいです。

394 ストラタム ピノ・ノワール ハーフ　’19
ニュージーランド
ワイパラ

￥1,397
［￥1,270］ 赤 ピノ・ノワール E-0 12.5％ 375㎖ やや淡いルビーレッド。甘く熟したプラムとチェリーやバラなどの華やかで複雑な香

り。果実味豊かで程よいタンニンがあり、リッチで丸みのある上品な味わいです。

395 ストラタム ピノ・ノワール　’18 ニュージーランド
ワイパラ

￥2,365
［￥2,150］ 赤 ピノ・ノワール E-0 12.0％ 750㎖ やや淡いルビーレッド。甘く熟したプラムとチェリーやバラなどの華やかで複雑な香

り。果実味豊かで程よいタンニンがあり、リッチで丸みのある上品な味わいです。

396 ワインメーカーズ・ノート カベルネ・ソーヴィニョン 　’18
オーストラリア
ヴィクトリア

￥1,320
［￥1,200］ 赤 カベルネ・

ソーヴィニヨン H-0 13.5％ 750㎖ メントール、ユーカリやミントと、シナモン、ダークチェリーやカシスの香り。オーク
由来のシルキーなタンニンが長い余韻をもたらしてくれます。

397 ワインメーカーズ・ノート レゼルヴ カベルネ・ソーヴィニョン　’17
オーストラリア
ヴィクトリア

￥1,793
［￥1,630］ 赤 カベルネ・

ソーヴィニヨン H-3 13.5％ 750㎖ ブラックカラント、マルベリー、黒胡椒などのスパイスの香り。豊かな果実味にし
っかりとした渋味。オーク樽由来の長い余韻へと繋がります。

398 シャトー・メオム ボルドー・シューペリュール　’15
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 13.5％ 750㎖ ポムロルの北方に位置するシャトー。樽熟成にはCh.ル・パンの古樽を使用。
毎年僅かのみ輸入される限定品です。

399 ディレクション リバス カベルネ・ソーヴィニョン　’16
オーストラリア
マーガレット・リヴァー

￥3,597
［￥3,270］ 赤 カベルネ・

ソーヴィニヨン H-3 13.8％ 750㎖ グレイズドチェリー（シロップ漬けチェリー）、スミレ、黒鉛の複雑なニュアンスは、レ
ッドカラント、カカオニブ、プラムの皮の風味と共に複雑に織り込まれています。

400 ツー・イン・ザ・ブッシュ シラーズ　’18
オーストラリア
アデレード・ヒルズ

￥2,673
［￥2,430］ 赤 シラー H-3 14.5％ 750㎖ フルボディかつエレガント。程良くバランスのとれた酸味とシルクのようなタンニ

ンの味わいが長い余韻の最後を飾ります。
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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

ブース�　（京都：丹波ワイン）京都・丹波の食とともにあり続けるワイン特集
はブースのオススメ商品です
注文
NO 商品名 地域 特別価格 ご注文数 タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

401 京都青谷梅わいん 日本
京都

￥1,045
［￥950］ 白・梅 城州白梅 A-1 9.0％ 500㎖ 京都青谷産の梅を使用した梅ワインです。和菓子にも使用される良質の梅で

着色料や香料を一切使わず、ワイン酵母でアルコール発酵させています。

402 シードル 日本
京都

￥1,353
［￥1,230］ シードル りんご A-3 5.0％ 500㎖ もぎたてのリンゴのような酸味と甘みがバランス良く、グラスに注ぐと香りととも

に、きめ細やかな泡が一体となって沸き上がります。

403 ナイアガラ 日本
京都

￥1,353
［￥1,230］ 白 ナイアガラ A-2 9.0％ ７２０㎖ もぎたての果実のようなアロマと上品な酸味がバランス良く、まるでぶどうそのも

のを食べているかのような味わいが特徴です。

404 小式部　白 日本
京都

￥1,463
［￥1,330］ 白 デラウェア、甲州 A-O 10.0％ 750㎖ 酸味のあるぶどうと、完熟した糖度の高いぶどうをそれぞれバランス良くブレン

ド、酸味と果実味豊かな白ワインに仕上げました。

小式部　赤 日本
京都

￥1,463
［￥1,330］ 赤 マスカット・ベーリーA、

サンジョベーゼ E-2 10.0％ 750㎖ 和食との相性を追求して醸造しました。上品な果実香と、控えめな渋みがバラ
ンス良く、程よい酸味が全体を引き締めています。

406 マスカットベーリーA 樽熟成 日本
京都

￥1,672
［￥1,520］ 赤 マスカット・ベーリーA F-0 10.0％ ７２０㎖ 穏やかな果実香と樽香がバランス良く、上品な酸味が全体を引き締め、全ての

要素が出過ぎることなく、ミディアムライトボディの赤ワインです。

407 すめらぎ　白 日本
京都

￥1,870
［￥1,700］ 白 シャルドネ、甲州 D-2 11.0％ 750㎖ 凛と澄んだ繊細な辛口ミディアムボディの白ワインです。切れの良い軽快な酸

味と、柑橘系の爽やかな香りが融合し上品な深みを演出します。

408 すめらぎ　赤 日本
京都

￥1,870
［￥1,700］ 赤 マスカット・ベーリーA、

メルロ、ブラッククイーン F-0 11.0％ 750㎖ 渋みは控えめで、果実香と酸味がバランス良く、上品な樽香で全体を引き締めています。き
んぴら牛蒡や赤身魚の煮つけやお造りなど、醤油ベースの料理と非常に相性が良いです。

409 KYOTO-ROZE 日本
京都

￥2,090
［￥1,900］ ロゼ カベルネ・ソーヴィニヨン、

メルロ D-2 11.0％ ７２０㎖ タンニンは控えめで、程よい酸味が全体を引き締めています。軽やかなライトボディの辛口ロ
ゼワインです。和食から中華・洋食と気軽に様々な料理とあわせて楽しんでいただけます。

410 須坂産メルロー 日本
京都

￥2,299
［￥2,090］ 赤 メルロー H-0 12.0％ ７２０㎖ 黒色果実のベリーのような上品な香り、爽やかな口当たりときめ細やかなタンニンが後味を

引き締めます。熟成とともに深みをおびてくるバランスの良いミディアムボディの赤ワイン。

411 てぐみ　白 日本
京都

￥1,716
［￥1,560］ 白・発泡 デラウェア D-3 10.0％ 750㎖ クラフトビール感覚で愉しめる辛口スパークリングワインです。酸化防止剤を一

切使用せず濾過もせず、生詰めで作りました。

412 てぐみ　ロゼ 日本
京都

￥1,716
［￥1,560］ ロゼ・発泡 マスカット・ベーリーA D-3 11.0％ 750㎖ クラフトビール感覚で愉しめる辛口スパークリングワインです。酸化防止剤を一

切使用せず濾過もせず、生詰めで作りました。

413 てぐみ　シャルドネ 日本
京都

￥2,090
［￥1,900］ 白・発泡 シャルドネ D-3 10.0％ 750㎖ クラフトビール感覚で愉しめる辛口スパークリングワインです。酸化防止剤を一

切使用せず濾過もせず、生詰めで作りました。

414 巨峰スパークリング 日本
京都

￥1,562
［￥1,420］ ロゼ・発泡 巨峰 A-1 9.0％ 750㎖ 巨峰特有のやさしい甘さとフルーティな香りがひろがり、ほんのりとした桃色がき

れいなスパークリングワインです。

415 城州白（京都青谷梅）スパークリング
日本
京都

￥1,672
［￥1,520］ 白・発泡 城州白梅 A-1 9.0％ 750㎖ 京都青谷の城州白梅を100％使用したスパークリングワインです。梅を原料と

しながらも、まるで寒冷地のドイツワインを思わせる高貴な味わいです。

416 すめらぎスパークリング 日本
京都

￥2,090
［￥1,900］ 白・発泡 シャルドネ、甲州 D-2 11.0％ 750㎖ ほのかな甘味のバランスがとても良く、口中に果実香の余韻がたなびきます。

417 京丹後産サペラヴィスパークリング
日本
京都

￥2,299
［￥2,090］ 赤・発泡 サペラヴィ G-0 11.0％ 750㎖ 京丹後で栽培したサペラヴィ種を使用しています。ぶどう本来の複雑味や果実

味がバランス良く、酸味の綺麗な品種の特徴が良く現れています。

418 京都丹波産ピノブラン 日本
京都

￥3,135
［￥2,850］ 白 ピノ・ブラン、

ショイレーベ B-0 10.0％ 750㎖ フローラルで華やかなアロマと優しいフルーツの香りが特徴です。フレッシュで生き生きとした
酸が、シャープな輪郭を作り出しています。果実味は強めで、優しい甘みの中口ワインです。

419 京都丹波産ピノブラン シュールリー
日本
京都

￥3,652
［￥3,320］ 白 ピノ・ブラン D-2 12.0％ 750㎖ 自社農園産のピノブランを100%使用し、樽で仕込みシュール・リー（澱の上）

で熟成させました。日本ではあまり栽培されていない品種です。

420 京都丹波産カベルネソーヴィニヨンメルロー
日本
京都

￥3,652
［￥3,320］ 赤 カベルネ・ソーヴィニヨン、

メルロ、タナ H-2 12.0％ 750㎖ 程よい果実味と洗練された酸味、タンニンのバランスの良さが特徴で、熟成とと
もに落ち着き、複雑味を備えます。

405



承り期間：４月２９日（水･祝）　5月９日（土）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

ブース�　（サントリーワインインターナショナル）日本の風土で育まれた食卓に寄り添うワイン特集
はブースのオススメ商品です
注文
NO 商品名 地域 特別価格 ご注文数 タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

ジャパンプレミアム　
マスカット・ベーリーA　'17

日本
山梨

￥1,881
［￥1,710］ 赤 マスカット・ベーリーＡ E-0 11.5％ 750㎖ 日本固有品種マスカット・ベーリーＡの華やかな香りと、果実感のある心地よい

味わいが特徴の、軽やかな赤ワインです。

422 ジャパンプレミアム　メルロ　'16
日本
山梨

￥1,980
［￥1,800］ 赤 メルロ H-0 12.0％ 750㎖ 日本で育てた欧州系品種メルロならではの、上品な果実の香り。果実味としな

やかなタンニンが心地よく調和した、やわらかな味わいの赤ワインです。

G 423 ジャパンプレミアム　甲州　'18 日本山梨
￥1,881
［￥1,710］ 白 甲州 C-0 12.0％ 750㎖ 千年以上の裁培の歴史を持つとされる日本固有の白ワイン用品種。そのやさし

く繊細な味わいが「日本的な美しさ」のあるワインといわれています。

G 424 ジャパンプレミアム　シャルドネ　'17
日本
山梨

￥1,980
［￥1,800］ 白 シャルドネ D-2 12.0％ 750㎖ 心地よい果実の香り。しっかりした骨格と厚みがありながら、フレッシュでいきい

きとした味わいと果実味を感じられます。

425 ジャパンプレミアム　リースリング・フォルテ　'17
日本
山梨

￥1,881
［￥1,710］ 白 リースリング・

フォルテ C-2 10.5％ 750㎖ リースリング・フォルテはサントリーが開発したぶどう品種。フレッシュでフルーティな香り
（リンゴ、柑橘など）、爽やかな酸味、すっきり軽快、きれいな味の辛口の白ワインです。

426 ジャパンプレミアム　マスカット・ベーリーＡ　ロゼ　'18
日本
山梨

￥1,881
［￥1,710］ ロゼ マスカット・ベーリーＡ A-0 11.0％ 750㎖ 日本固有品種マスカット・ベーリーＡを低温でゆっくりと発酵させることにより、フ

レッシュな味わいのロゼワインに仕上げています。

427 登美の丘ワイナリー　登美の丘　赤　'17
日本
山梨

￥4,180
［￥3,800］ 赤 メルロ、カベルネ・ソーヴィニヨン、

プティ・ヴェルド、カベルネ・フラン H-1 12.5％ 750㎖ カシスなどを思わせる果実香と程よい樽香がバランスよく感じられる赤ワインで
す。口当たりはやわらかくやさしいタンニンと酸味が心地よく残ります。

S 428 登美の丘ワイナリー　ビジュノワール　'17
日本
山梨

￥3,861
［￥3,510］ 赤 ビジュノワール H-2 13.0％ 750㎖ ラズベリーやブルーベリーなどのフレッシュな果実を思わせる香り、しっかりとした

タンニンとやわらかい口当たりが特徴です。

G 429 登美の丘ワイナリー　ブラック・クイーン＆マスカット・ベーリーA　'17
日本
山梨

￥4,180
［￥3,800］ 赤 ブラック・クイーン

マスカット・ベーリーＡ G-0 11.0％ 750㎖ 赤黒系果実の華やかな香りとともに、口当たりは力強く、中盤からはマスカット・ベーリ
ーＡ特有のやわらかい甘さが全体を優しく包み込み、心地よい余韻となって続きます。

430 登美の丘ワイナリー　リースリング・イタリコ　'15
日本
山梨

￥2,926
［￥2,660］ 白 リースリング・

イタリコ B-0 11.0％ 750㎖ 新鮮なリンゴや桃、柑橘などを感じさせる華やかな果実香が特徴です。いきいきとした酸味
とやわらかい甘みのバランスがよく、余韻は爽やかにきれる上品な味わいのワインです。

DG 431 ジャパンプレミアム　津軽産シャルドネ　'16
日本
青森

￥2,717
［￥2,470］ 白 シャルドネ D-2 12.0％ 750㎖ 冷涼な気候と岩木山の火山灰土壌が特徴の青森県津軽地区。垣根栽培で育てたシ

ャルドネは、ほどよい酸味と軽やかな果実感が広がる、爽やかな味わいの白ワインです。

432 ジャパンプレミアム　かみのやま産カベルネ・ソーヴィニヨン　'17
日本
山形

￥3,652
［￥3,320］ 赤 カベルネ・

ソーヴィニヨン H-0 12.0％ 750㎖ 蔵王山麓の陽あたりのよい傾斜地で育てたカベルネ・ソーヴィニヨンを使用
し、熟した果実の香りと、凝縮した果実味が心地よい赤ワインです。

S 433 ジャパンプレミアム　かみのやま産メルロ　'17
日本
山形

￥3,652
［￥3,320］ 赤 メルロ H-0 13.0％ 750㎖ 蔵王山麓の陽あたりのよい斜面と盆地に拓いた畑で育てたメルロを使用し、醸

造・熟成しました。凝縮感と樽香のバランスが心地よい赤ワインです。

S 434 ジャパンプレミアム　かみのやま産シャルドネ　'18
日本
山形

￥2,926
［￥2,660］ 白 シャルドネ D-2 12.0％ 750㎖ 蔵王山麓の陽あたりのよい斜面と盆地に拓いた畑で育てたシャルドネを使用し、醸造・

熟成しました。豊かな香りと凝縮した果実味のバランスよい味わいの白ワインです。

435 ジャパンプレミアム　信州産シャルドネ　'18
日本
長野

￥2,926
［￥2,660］ 白 シャルドネ D-3 12.0％ 750㎖ ぶどうの生産に適した長野県内の産地で栽培されたシャルドネを使用していま

す。豊かな果実香と果実味あふれる白ワインです。

436 塩尻ワイナリー　塩尻メルロ　'16
日本
長野

￥3,762
［￥3,420］ 赤 メルロ H-2 12.0％ 750㎖ 標高が高く、昼夜の寒暖差が大きい塩尻地区で育てたメルロを、醸造・熟成し

ました。ほどよいタンニンと華やかな果実香が心地よい、力強い赤ワインです。

437 塩尻ワイナリー　塩尻マスカット・ベーリーA　'17
日本
長野

￥2,882
［￥2,620］ 赤 マスカット・ベーリーＡ E-0 12.0％ 750㎖ 標高が高く、昼夜の寒暖差が大きい塩尻地で育てたマスカット・ベーリーＡ。豊かな果

実香にスパイスやハーブの香りが調和した、凝縮感のある赤ワインです。

438 塩尻ワイナリー　塩尻マスカット・ベーリーA　'16　ミズナラ樽熟成
日本
長野

￥4,389
［￥3,990］ 赤 マスカット・ベーリーＡ H-0 11.5％ 750㎖ マスカット・ベーリーA由来の華やかな果実味と、ミズナラ樽由来のココナッツ

のような芳ばしい香りが心地よく広がるやさしい味わいです。

439 塩尻ワイナリー　岩垂原メルロ　'16
日本
長野

￥8,360
［￥7,600］ 赤 メルロ H-3 12.0％ 750㎖ 標高が700m以上あり冷涼な気候の岩垂原地区は、熟した果実香と凝縮した味わ

いのメルロを生み出します。複雑で豊かな香りと凝縮感のある味わいが特徴です。

DG◎ 440 塩尻ワイナリー　塩尻メルロロゼ　'18
日本
長野

￥2,090
［￥1,900］ ロゼ メルロ C-2 13.5％ 750㎖ 塩尻地区で育てたメルロのセニエ果汁を使用し、低温で発酵させました。爽やかな

香りと生き生きとした酸が心地よく感じられる、辛口のロゼワインです。
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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

ブース�　Japan Women's Wine Awards　2020“SAKURA”受賞ワイン特集
はブースのオススメ商品です
注文
NO 商品名 地域 特別価格 ご注文数 タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

G 441 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

￥1,760
［￥1,600］ 白 ピノ・グリージョ D-1 13.0％ 750㎖ 【Japan Women's Wine Awards 2020 “SAKURA”Gold 受賞】

40日間低温マセラシオンを行い、オレンジ色で渋みのある辛口白ワインです。

G 442 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

￥1,188
［￥1,080］ 白・発泡 リースリング C-0 12.0％ 750㎖ 【Japan Women's Wine Awards 2020 “SAKURA”Gold 受賞】ドイツの

高級品種リースリングを使用した、辛すぎない辛口のスパークリングワインです。

S 443 シー・リッジ ピノ・ノワール アメリカ
カリフォルニア

￥990
［￥900］ 赤 ピノ・ノワール E-1 12.5％ 750㎖ 【Japan Women's Wine Awards 2020 “SAKURA”Silver 受賞】

コストパフォーマンスの良いカリフォルニアのピノ・ノワールを使用したワインです。

S 444 コースタル・リッジ　ピノ・ノワール
アメリカ
カリフォルニア

￥1,474
［￥1,340］ 赤 ピノ・ノワール G-0 13.0％ 750㎖ 【Japan Women's Wine Awards 2020 “SAKURA”Silver 受賞】

コストパフォーマンスの良いカリフォルニアのピノ・ノワール使用したワインです。樽熟成。

S 445 カルパツカ　ぺルラ　ヤグネット　ムスカート　モラフスキー　’１９
スロバキア
小カルパチア地方

￥1,749
［￥1,590］ 白 ムスカート　

モラフスキー C-3 12.0％ 750㎖ 【Japan Women's Wine Awards 2020 “SAKURA”Silver 受賞】マスカット香を主体に白
や薄い黄色の花を連想させ、柑橘のニュアンスも含んだ華やかな香りにドライな味わいです。

G 446 カルパツカ　ぺルラ　ヴェルトリンスケ・ゼレネ　’１８
スロバキア
小カルパチア地方

￥2,882
［￥2,620］ 白 ヴェルトリンスケ・

ゼレネ D-2 12.5％ 750㎖ 【Japan Women's Wine Awards 2020 “SAKURA”Gold 受賞】ミネラル感主体の
品種特性だが、丁寧な作りを感じさせる凝縮感を持ちやや複雑味も垣間見せます。

DG◎ 447 ヴィーノ　マティサクトラミン・チェルヴェニー　' 15
スロバキア
南スロバキア地方

￥7,700
［￥7,000］ 白 トラミン・チェル

ヴェニー D-0 13.0％ 750㎖ 【Japan Women's Wine Awards 2020 “SAKURA”Double Gold “ダイヤモンドトロフィー”受賞】
しっかりとした果実味と同時に繊細な酸が心地よく感じられる1本です。品種の特性が良く出ています。

G 448 ヴィーノ　マティサク　キャメロン　リミテッド　エディション　’１１
スロバキア
南スロバキア地方

￥7,700
［￥7,000］ 赤 カベルネ・

ソーヴィニヨン H-3 13.5％ 750㎖ 【Japan Women's Wine Awards 2020 “SAKURA”Gold 受賞】長い熟成期間を経てリリース時
には既に飲み頃を迎えています。生産者渾身の冷涼地で作る典型的なボルドーブレンドの1本です。

DG 449 ヴァルドプロセッコ　ブリュット　ビオロジコ　NV
イタリア
ヴェネト

￥2,288
［￥2,080］ 白・発泡 グレラ C-2 11.0％ 750㎖ 完熟柑橘の香り。ドライで飲みごたえのある味わいです。

清涼感もあり、料理に合わせやすいです。

G 450 クリフォスプマンテ　ロザート　グリフス　NV
イタリア
プーリア

￥1,914
［￥1,740］ ロゼ・発泡 ボンビーノネーロ C-0 11.5％ 750㎖ 軽くラズベリーの香りがあり心地よいワインです。

前菜、サラダなど軽い料理に合い、食が進みます。

G 451 ソロパーカサンニオ　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 G-0 13.5％ 750㎖ 赤く小さな果実とスパイスの香り。

なめらかな味わいのため、脂の少ない肉料理にも合います。

S 452 クリフォプーリア　ネロディトロイア　’１８
イタリア
プーリア

￥1,430
［￥1,300］ 赤 ネロディトロイア G-0 12.5％ 750㎖ ブルーベリーなど、小さな果実の香り。

滑らかな渋味があり全体的に上品な味わいです。

G 453 グランディ・コルディスマルヴァジア　ドルチェ　フリツァンテ NV
イタリア
エミリア・ロマーニャ

￥1,155
［￥1,050］ 白・微発泡 マルヴァジア A-0 7.0％ 750㎖ 【Japan Women's Wine Awards 2020 “SAKURA”Gold 受賞】華やかなアロマと心地よい甘みが特徴の白の微発泡。

白い花やマスカットを想わせる芳醇なアロマ。そしてフレッシュな果実味とエレガントでアロマティックな余韻のワインです。

G 454 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

￥2,024
［￥1,840］ 白・発泡 ユニ・ブラン、コロンバール D-2 11.5％ 750㎖ 【Japan Women's Wine Awards 2020 “SAKURA”Gold 受賞】白桃や白い花の華やかなアロマ。シャンパン製法による心

地よいクリーミーな泡立ちと共に、フレッシュで軽やかな柑橘系果実味や白桃のニュアンスが口中にバランスよく広がります。

G 455 アルジェント　トロンテス　'18 アルゼンチン
サルタ

￥1,386
［￥1,260］ 白 トロンテス C-2 12.5％ 750㎖ 【Japan Women's Wine Awards 2020 “SAKURA”Gold 受賞】アルゼンチンならではの白ぶどう品種。味わいはさっぱりとした

フレッシュで、熟した柑橘系果実にある甘めのニュアンスも感じられます。フィニッシュにはクリーミーなミネラルが味覚を満たします。

S 456 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

￥2,233
［￥2,030］ 白 ビウラ D-2 13.0％ 750㎖ 【Japan Women's Wine Awards 2020 “SAKURA”Silver 受賞】樽香との調和がとれた希少なリオハの白ワイン。

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、飲み続けてしまう味わいです。

G 457 ウンドラーガ　アリウェン　レセルバ　カベルネ・ソーヴィニヨン　'18
チリ
コルチャグア・ヴァレー

￥1,518
［￥1,380］ 赤 カベルネ・

ソーヴィニヨン H-0 13.5％ 750㎖ 【Japan Women's Wine Awards 2020 “SAKURA”Gold 受賞】果実のボリューム感に樽
のニュアンスがアクセント！酸の上品な盛り上がりにアップグレードされたクオリティーを感じます。

G 458 ドメーヌ・アラン・ブリュモン　シリュス　マディラン　'15
フランス
南西地方

￥2,024
［￥1,840］ 赤 タナ、カベルネ・ソーヴィ

ニヨン、カベルネ・フラン H-2 13.5％ 750㎖ 【Japan Women's Wine Awards 2020 “SAKURA”Gold 受賞】伝統新種のタナとカベルネ・ソーヴィニヨンがボリ
ューム感を与えてくれますが、ステンレスタンクでの発酵、熟成により、フレッシュで果実味豊かな仕上がりとなっています。

G 459 クネ　ベラ　ロブレ　'18 スペイン
リベラ・デル・ドゥエロ

￥2,420
［￥2,200］ 赤 ティンタ・デル・パイス

（テンプラニーリョ） G-2 14.0％ 750㎖ 【Japan Women's Wine Awards 2020 “SAKURA”Gold 受賞】ブラックベリー、ブルーベリーなどの複雑性のある完熟した果実とオーク由来の
甘いスパイスの香り。よく熟れて旨味を伴ったタンニンと果実感が口の中で長く存在を示し、ミネラルが繊細でエレガントなアフターとなり現れます。

DG 460 サマーハウス　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

￥2,420
［￥2,200］ 赤 ピノ・ノワール E-2 13.5％ 750㎖ 【Japan Women's Wine Awards 2020 “SAKURA”Double Gold 受賞】完熟プラムやブラックチェリーに加え、フレンチオーク由来のス

パイスが感じられる、滑らかで厚みのある仕上がり。隠れた乾燥ハーブのニュアンスがしっかりとした味わいのワインを綺麗にまとめています。



承り期間：４月２９日（水･祝）　5月９日（土）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

ブース�　（飯田）Japan Women's Wine Awards 2020“SAKURA”受賞＆王道vs新進気鋭　世界の注目ワイン特集
はブースのオススメ商品です
注文
NO 商品名 地域 特別価格 ご注文数 タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

461 アリオネアスティ　スプマンテ　（ハーフ） NV
イタリア
ピエモンテ

￥1,100
［￥1,000］ 白・発泡 モスカート・ビアンコ A-3 7.5％ 375㎖ 透明感のある黄金色。マスカットのチャーミングな香り、程良い甘みとフレッシュ

な酸味とのバランスが良いとても綺麗な味わいです。

462 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 A-3 6.0％ 750㎖ モスカート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。

463 ポルタ　レオーネプロセッコ　ミレジマート　ブリュット　’18
イタリア
ヴェネト

￥2,068
［￥1,880］ 白・発泡 グレーラ C-0 11.0％ 750㎖ 爽やかさを連想させるクリアな色合い、華やかな香りと飲み心地の良さが自慢

のアロマティックなスパークリングです。

464 モンカロマルケ　ロザート　オーガニック　’17
イタリア
マルケ

￥1,100
［￥1,000］ ロゼ モンテプルチャーノ、

サンジョヴェーゼ C-1 12.5％ 750㎖ 輝くサーモンピンク色。赤いベリーやチェリーのフルーティなアロマ。バランスの
取れた、爽やかで飲みやすい辛口です。

465 イカ　チャコリーナロゼ’18
スペイン
バスク

￥2,607
［￥2,370］

ロゼ・
微発泡

オンダラビ・ベルツァ、
オンダラビ・スリ C-0 12.5％ 750㎖ 赤果実や柑橘系の豊かで綺麗なアロマ。フレッシュさとまろやかさを持ち併せる

エレガントな口当たりの微発泡ロゼです。

466 グラディウムオーガニック　ソーヴィニヨン　ブラン　’19
スペイン
カスティーリャ・ラ・マンチャ

￥1,100
［￥1,000］ 白 ソーヴィニヨン・ブラン C-3 12.5％ 750㎖ 青リンゴ、キウィやレモンを思わせるミネラリーな白。リッチな口当たり。後味が長

く続き、次の一口を誘うような味わいです。

467 シュール　ダルクシャルドネ　ＶＶ　’18
フランス
ラングドック・ルーシヨン

￥1,529
［￥1,390］ 白 シャルドネ C-2 13.0％ 750㎖ トロピカルフルーツの様な甘い香とほのかな樽香をあわせ持つとにかく美味しい

白ワインです。

468 アルベアルフィノ　セーべー NV
スペイン
アンダルシア

￥1,958
［￥1,780］ 白 ペドロヒメネス D-2 15.0％ 750㎖ アーモンド等の芳ばしい香りに柔らかな口当たりが特徴。個性的な辛口白ワイ

ンです。

469 ボデガス　チェロッソルガルム　ベルデホ　'18
スペイン
カスティーリャ・イ・レオン

￥2,398
［￥2,180］ 白 ベルデホ D-0 13.0％ 750㎖ 樹齢100年の単一畑から生み出される芳醇なワイン。質の高い酸、豊かなコ

ク、厚みがあり、長い余韻も魅力です。

470 イカ　チャコリーナホワイト　'17
スペイン
バスク

￥2,607
［￥2,370］ 白・微発泡 オンダラビ・スリ、シャルドネ C-3 11.5％ 750㎖ 白い果実や柑橘系にわずかにハーブを思わせる豊かでエレガントなアロマに、厚みも感じら

れる、なめらかな口当たり。複雑で塩味のある長い余韻のフレッシュで繊細な微発泡です。

471 ヴリニョシャブリ　'18
フランス
シャブリ

￥3,806
［￥3,460］ 白 シャルドネ D-2 12.5％ 750㎖ 柑橘系のアロマがあり、とてもフルーティなワイン。ミネラルとフレッシュさを保ち、

力強い味わいです。

472 グラディウムオーガニック　テンプラニーリョ　シラー　'18
スペイン
カスティーリャ・ラ・マンチャ

￥1,100
［￥1,000］ 赤 テンプラニーリョ、

シラー G-2 14.0％ 750㎖ イチゴやブラックベリーを思わせる香りが際立つ若 し々いワイン。口中に広がる
フレッシュ感、肉厚でボリュームのある味わいに長く心地よい後味です。

473 シュール　ダルクカベルネソーヴィニヨン　ＶＶ　'18
フランス
ラングドック・ルーシヨン

￥1,419
［￥1,290］ 赤 カベルネ・

ソーヴィニヨン G-2 13.0％ 750㎖ 南仏のカベルネらしからぬ上品でバランスの良い味わいです。料理に合わせや
すく飲み飽きしないワインです。

G 474 マレノンクラシック　リュベロン　ルージュ　'17
フランス
コート・デュ・ローヌ

￥1,529
［￥1,390］ 赤 シラー、グルナッシュ G-0 13.5％ 750㎖ 【Japan Women's Wine Awards 2020 “SAKURA” Gold 受賞】ベリーやチェリー等のエレガ

ントな香り。熟したフルーツの風味から、ふくよかでバランスの良い味わいへ続く余韻も魅力です。

475 ティレルズビヨンド　ブロークロード　シラーズ　'17 オーストラリア
￥2,178
［￥1,980］ 赤 シラーズ H-0 14.0％ 750㎖ プラム、ブラックベリーやチョコレートのアロマにスパイスとミネラルのニュアン

ス。リッチでフルボディながらも、活き活きとしたフレッシュな赤果実が魅力です。

476 ロシュバンブルゴーニュ　ピノノワール　ＶＶ　'17
フランス
ブルゴーニュ

￥2,398
［￥2,180］ 赤 ピノ・ノワール G-0 12.5％ 750㎖ 樹齢45年以上の古木からとれるぶどうを樽熟成。ピュアな果実味が自慢のワイ

ンです。

477 シルヴィオ　ナルディロッソ　サンタンティモ　トゥラン　'17
イタリア
トスカーナ

￥2,497
［￥2,270］ 赤 プティヴェルド、

サンジョヴェーゼ H-2 14.5％ 750㎖ モンタルチーノと縁の深いエトルリアの、美と愛の女神「トゥラン」と名付けたワイ
ン。活き活きとした果実味と程よいコクが魅力です。

478 ヴァッレ　デッラカーテフラッパート　'15
イタリア
シチリア

￥2,827
［￥2,570］ 赤 フラッパート E-1 13.0％ 750㎖ 産地固有の品種フラッパートで造られるほんのりとした甘みを持つ大変個性的

なワイン。ほどよく冷やしてお飲みください。

G シャトー　ド　サンコム
コート　デュ　ローヌ　レ　ドゥー　アルビオン　'16

フランス
コート・デュ・ローヌ

￥3,256
［￥2,960］ 赤 シラー、グルナッシュ H-3 14.5％ 750㎖ 【Japan Women's Wine Awards 2020 “SAKURA” Gold 受賞】樹齢の高いぶどうがも

たらすじっくりと広がる味わい。凝縮感が満足感につながる、ローヌの一押しのワインです。

480 シャトー　トゥール　サン　クリストフテラス　ド　サン　クリストフ　'16
フランス
ボルドー

￥4,125
［￥3,750］ 赤 メルロ、カベルネ・

フラン H-1 15.0％ 750㎖ 赤いフルーツと少しスパイスの風味。果実のピュアな旨みを引き立てる洗練され
たミネラルの余韻と酸、タンニンのバランスが素晴らしいワインです。

479



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

ブース�　（エノテカ）Japan Women's Wine Awards　2020“SAKURA”受賞ワイン＆季節のおすすめワイン特集
はブースのオススメ商品です
注文
NO 商品名 地域 特別価格 ご注文数 タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

G 481 カンティーナ・ディ・ソリエーラランブルスコ・ディ・ソルバーラNV
イタリア
エミリア・ロマーニャ

￥1,210
［￥1,100］ 赤・微発泡 ランブルスコ・ディ・ソルバーラ E-0 11.0％ 750㎖ フレッシュなイチゴやチェリー、華やかなスミレの花の香り。ドライでエレガントな味わいと、

余韻に感じるバラやスミレのアロマも魅力的です。【おすすめ料理】生ハム、海鮮料理

482 ミゲル・トーレス・チリ　サンタ・ディグナ・エス
テラード・オーガニック・エクストラ・ブリュットNV

チリ
セカノ・インテリオール

￥1,782
［￥1,620］ 白・発泡 パイス D-2 12.0％ 750㎖ チリの伝統品種「パイス種」を100％用いて造られます。黒ぶどう由来の程よい厚

みのあるフレッシュな辛口です。【おすすめ料理】白身魚カルパッチョ、バンバンジー

483 プルノットモスカ－ト・ダスティ　'18
イタリア
ピエモンテ

￥2,068
［￥1,880］ 白・微発泡 モスカート・ビアンコ B-2 5.0％ 750㎖ 桃やメロンなどの果実のアロマに、ハチミツやサンザシなどのニュアンスが華や

か。濃厚でエレガントな仕上がりです。【おすすめ料理】フルーツ、タルト

484 ロデレール・エステートカルテット・アンダーソン・ウァ゙レー・ブリュットNV
アメリカ
カリフォルニア

￥3,652
［￥3,320］ 白・発泡 シャルドネ、ピノ・ノワール D-3 12.5％ 750㎖ シャンパーニュ・メゾン「ルイ・ロデレール」が手掛けます。リッチなアロマと美しい

酸を併せ持つエレガントなスタイルが魅力です。【おすすめ料理】天ぷら、蒸し鶏

G トーレス
ウィ゙－ニャ・エスメラルダ　'18

スペイン
カタルーニャ

￥1,496
［￥1,360］ 白 モスカテル・デ・アレハン

ドリア、ゲヴェルツトラミネル C-1 11.5％ 750㎖ エメラルドに輝く地中海をイメージした、 フレッシュでフルーティ、リラックスした雰囲気
溢れる白ワインです。【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

G 486 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・レゼルウ・゙シャルドネ　'18

チリ
カサブランカ・ウァ゙レー

￥1,782
［￥1,620］ 白 シャルドネ D-2 13.5％ 750㎖ 樽熟成を経た濃厚で滑らかな口当たり。よく冷やしてフルーティに、温度を上げると

コクのある味わいです。【おすすめ料理】チキンのクリーム煮、スモークサーモン

487 モンテス　モンテス・リミテッド・セレクション
ソーウィ゙ニヨン・ブラン　'18

チリ
レイダ・ウァ゙レー

￥1,870
［￥1,700］ 白 ソーヴィニヨン・

ブラン C-2 13.5％ 750㎖ グレープフルーツやライムなどの柑橘系のアロマがすっきりと香り、新鮮な果実風味
が豊かで食事との組み合わせも抜群です。【おすすめ料理】蒸し鶏、ポークソテー

488 シュロス・フォルラーツ　ラインガウ リースリング・フォルラーツ　'18
ドイツ
ラインガウ

￥2,068
［￥1,880］ 白 リースリング C-3 12.5％ 750㎖ ぶどうの透明感ある味わいを最大限引き出した仕上がりです。リースリングの良さがぎゅっ

と詰まった「お手本」とも言えるスタイルです。【おすすめ料理】お刺身、焼き魚、てんぷら

489 ケンダル・ジャクソン　ウィ゙ントナーズ・リザーウ・゙シャルドネ　'18
アメリカ
カリフォルニア

￥2,618
［￥2,380］ 白 シャルドネ D-3 13.5％ 750㎖ バニラやバタートースト、蜂蜜を思わせる余韻は非常にリッチ。コクと厚みのある

リッチな味わいです。【おすすめ料理】ムニエル、グラタン、アップルパイ

S 490 トーレス　パソ・ダス・ブルーシャス　'18
スペイン
リアス・バイシャス

￥2,343
［￥2,130］ 白 アルバリーニョ C-2 13.5％ 750㎖ 大西洋の恵みを存分に感じる「海のワイン」。レモンピールのような心地よい苦みとほ

のかな甘味、フレッシュで繊細な酸が楽しめます。【おすすめ料理】天ぷら、カルパッチョ

G 491 トーレス　サン・ウァ゙レンティン・ガルナッチャ　'18
スペイン
カタルーニャ

￥1,496
［￥1,360］ 赤 ガルナッチャ H-2 14.5％ 750㎖ 豊かな果実味と心地よい酸が口いっぱいに広がり、良く熟した滑らかなタンニンが

余韻まで長く続きます。【おすすめ料理】ポークソテー、チキンの煮込み、熟成チーズ

S 492 トルマレスカ　ネプリカ・ネグロアマーロ　'18
イタリア
プーリア

￥1,496
［￥1,360］ 赤 ネグロアマーロ H-0 13.5％ 750㎖ チェリーやベリーのジャムを思わせるアロマに、スミレやアニスの香り。控えめな酸

と豊かな果実味です。【おすすめ料理】チキンのトマト煮込み、野菜のオーブン焼き

G 493 カイケンカイケン・エステート・マルベック　'18
アルゼンチン
メンドーサ

￥1,683
［￥1,530］ 赤 マルベック、

カベルネ・ソーヴィニヨン H-3 14.0％ 750㎖ よく熟した赤い果実の風味に、オーク熟成によるバニラの甘み、上品でまろやか
なタンニンが広がります。【おすすめ料理】ラムチョップ、サーロインステーキ

G 494 ボデガ・ノートン　レゼルウァ゙・カベルネ・ソーウィ゙ニヨン　'17
アルゼンチン
メンドーサ

￥1,782
［￥1,620］ 赤 カベルネ・

ソーヴィニヨン H-3 14.5％ 750㎖ ブラックチェリーやカシス、 プラムの華やかな香り。濃厚な果実味と、ほのかな樽
香のバランス良い仕上がりです。【おすすめ料理】ローストビーフ、スペアリブ

S 495 トーレスアルトス・イベリコス・クリアンサ　'16
スペイン
リオハ

￥2,068
［￥1,880］ 赤 テンプラニーリョ H-3 14.0％ 750㎖ ジューシーな果実味と程よいスパイシーなニュアンスが魅力のこれぞスペインワ

インと言える1本です。【おすすめ料理】グリルしたお肉、パエリヤ

S 496 ミゲル・トーレス・チリ　コルディエラ・カリニャン・ウィ゙ーニョ　'16
チリ
マウレ・ウァ゙レー

￥2,343
［￥2,130］ 赤 カリニャン H-3 14.5％ 750㎖ 樽由来の香ばしいトースト、ヴァニラやコーヒーのニュアンス。豊かで心地よい

果実味です。【おすすめ料理】スペアリブ、生ハム

497 トーレスセレステ・クリアンサ　'16
スペイン
リベラ・デル・デュエロ

￥2,816
［￥2,560］ 赤 テンプラニーリョ H-3 14.0％ 750㎖ 樹齢約30年のぶどうで造られます。たっぷりとした果実味とリッチで香ばしいオ

ーク樽のニュアンス。【おすすめ料理】生ハム、パエリア

498 アンティノリウィ゙ラ・アンティノリ・ロッソ　'15
イタリア
トスカーナ

￥2,816
［￥2,560］ 赤 サンジョヴェーゼ、カベルネ・

ソーヴィニヨン、メルロ、シラー H-3 13.5％ 750㎖ アンティノリの手掛けるスーパータスカン。スパイス、スミレ、赤い果実の凝縮感ある香
り。濃縮した果実味の上品な仕上がりです。【おすすめ料理】トマト系パスタ、ラタトゥイユ

S 499 コナンドラム　コナンドラム・レッド　'17
アメリカ
カリフォルニア

￥3,278
［￥2,980］ 赤 プティ・シラー、ジンファンデル、

カベルネ・ソーヴィニヨン H-3 14.6％ 750㎖ まろやかな口当たりで、チェリーの砂糖漬けやビターチョコレート、ココアの風味
が豊かに広がります。【おすすめ料理】ミートソースパスタ、照り焼き

500 ケンダル・ジャクソン　グランド・リザーウ・゙カベルネ・ソーウィ゙ニヨン　'16
アメリカ
カリフォルニア

￥4,686
［￥4,260］ 赤 カベルネ・

ソーヴィニヨン H-3 14.5％ 750㎖ 複雑で魅惑的なアロマ。チョコレートやトーストバニラの香り、味わいは濃くリッチで、
長い余韻が楽しめます。【おすすめメニュー】サーロインステーキ、シンプルなお肉
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承り期間：４月２９日（水･祝）　5月９日（土）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

ブース�　（ファインズ）Japan Women's Wine Awards 2020“SAKURA”受賞＆世界の濃旨ワイン特集
はブースのオススメ商品です
注文
NO 商品名 地域 特別価格 ご注文数 タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

G 501 トレ・デル・ガル　カバ・ブリュット・レセルバ　’16
スペイン
カタル－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㎖ 【Japan Women's Wine Awards 2020 “SAKURA” Gold 受賞】カバには珍しい自社畑のぶど

うのみを使用、最長24カ月熟成。長期瓶熟による深みのあるボディと酸が見事に調和しています。

502 ドメ－ヌ・サン・ミッシェル　ミッシェル・ブリュット・ロゼ NV
アメリカ
ワシントン

￥2,530
［￥2,300］ ロゼ・発泡 ピノ・ノワール、ピノ・ムニエ C-2 11.0％ 750㎖ 美しいブラッシュの色合い。ベリー系の香りで口当たりはすっきりとドライです。

優しく表現された果実味がさわやかな余韻へと導きます。

503 フ－グル・ヴィンマ－フ－グル・グリュ－ナ－フェルトリ－ナ－・クラッシック　’18
オ－ストリア
ニ－ダ－エスタライヒ

￥1,694
［￥1,540］ 白 グリューナー・

フェルトリーナー C-2 15％未満 750㎖ 柑橘系果実の心地よいアロマとトロピカルフルーツや品種由来の白コショウを思わせるス
パイシーな印象です。果実味とミネラル感に溢れ、エレガントでみずみずしい味わいです。

S 504 ボデガス・プロトス　プロトス・ベルデホ　'18
スペイン
カスティ－リャ・イ・レオン

￥1,804
［￥1,640］ 白 ベルデホ C-2 13.0％ 750㎖ 【Japan Women's Wine Awards 2020 “SAKURA” Silver 受賞】ルエダ産ベルデホはスペイン

で最も親しまれている白ワインのひとつ。果実のまろやかさとフレッシュな酸味が心地よいワインです。

505 プティット・シレ－ヌ・ブラン　’18 フランスボルド－
￥1,892
［￥1,720］ 白 ソーヴィニヨン・

ブラン、セミヨン C-2 13.0％ 750㎖ メドック格付け3級であるシャトー・ジスクールの醸造チームが厳選したワインを購入
して造り出します。フレッシュでいきいきとした味わいの中に品格を感じるワインです。

506 シャト－・ド・ル－ケット　パヴィヨン・ド・ル－ケット　'15
フランス
ボルド－

￥2,178
［￥1,980］ 白 セミヨン、ソーヴ

ィニヨン・ブラン B-2 13.0％ 750㎖ 【極甘口】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、貴腐ぶどうのみで造られる天然ぶどう由来の上質な甘味です。

507 ジェラ－ル・ベルトラン　プリマ・ナチュ－ル・シャルドネ　'18
フランス
ラングドック・ル－ション

￥2,332
［￥2,120］ 白 シャルドネ C-2 12.5％ 750㎖ ラングドック・ルーションのプレミアムワインの先駆者。クリーンでふくよかな果実

味は色々な料理に合います。亜硫酸塩無添加で造るオーガニックワインです。

S 508 カテナカテナ・シャルドネ　'18
アルゼンチン
メンド－サ

￥2,904
［￥2,640］ 白 シャルドネ D-2 15％未満 750㎖ 【Japan Women's Wine Awards 2020 “SAKURA” Silver 受賞】アルゼンチンプレミアムワイナリ

ーとして国内外で有名な生産者。白桃や柑橘類の香りとしっかりしたミネラルを思わせる味わいです。

G 509 ドメ－ヌ・ド・レ－グル　シャルドネ　'18
フランス
ラングドック・ル－ション

￥3,652
［￥3,320］ 白 シャルドネ D-3 15％未満 750㎖ 【Japan Women's Wine Awards 2020 “SAKURA” Gold 受賞】南仏で見事なシャルドネ種を

生み出すリムー地区。きりっとした酸と果実味、オーク樽のニュアンスのあるリッチな味わいです。

マッセリア・リ・ヴェリ
サリ－チェ・サレンティ－ノＤＯＣ　'17

イタリア
プ－リア

￥1,496
［￥1,360］ 赤 ネグロアマーロ H-1 15％未満 750㎖ 赤い果実の複雑味のある香り、バニラや完熟したドライフルーツの豊かな後味です。エ

レガントで心地よい熟したベリーの果実味と、柔らかいタンニンが口の中を満たします。

511 スティムソン・エステ－ト・セラ－ズメルロ　’15
アメリカ
ワシントン

￥1,804
［￥1,640］ 赤 メルロ F-1 14.5％ 750㎖ 完熟した香り豊かなぶどうを使用したカジュアルなスタイルです。ラズベリーのニュア

ンスにバニラやトーストしたオークが調和した、いきいきとした親しみやすいメルロです。

512 ドメ－ヌ・バロン・ド・ロ－トシルトプライベ－ト・リザ－ブ・ボルド－・ル－ジュ　'17
フランス
ボルド－

￥1,980
［￥1,800］ 赤 メルロ、

カベルネ・ソーヴィニヨン H-0 12.5％ 750㎖ シャトー・ラフィット・ロートシルトを筆頭とするワイナリーグループが造るワインです。プ
ライベート・リザーブは「男爵のお気に入り」の名に恥じないエレガントなワインです。

513 カテナアラモス・セレクシオン・ピノ・ノワ－ル　’17
アルゼンチン
メンド－サ

￥2,024
［￥1,840］ 赤 ピノ・ノワール H-0 15％未満 750㎖ アルゼンチンプレミアムワイナリーとして国内外で有名な生産者。熟した赤果実の

フレッシュな香り、酸味とまるいタンニンが見事なバランスで口の中に広がります。

514 ア－スワ－クス　バロッサ・シラ－ズ　'18
オ－ストラリア
サウスオ－ストラリア

￥2,189
［￥1,990］ 赤 シラーズ、

カベルネ・ソーヴィニヨン H-1 14.5％ 750㎖ 160年以上のワインの歴史があるバロッサの小規模栽培家よリぶどうを購入して使用していま
す。ダークベリーやプラムのコンポートの香り。口当たりはやさしく滑らかなタンニンが特徴です。

515 ジェラ－ル・ベルトラン　プリマ・ナチュ－ル・シラ－　'18
フランス
ラングドック・ル－ション

￥2,332
［￥2,120］ 赤 シラー H-1 13.5％ 750㎖ ラングドック・ルーションのプレミアムワインの先駆者。みずみずしい豊かな果実味と長い余

韻がします。和食との相性も良いです。亜硫酸塩無添加で造るオーガニックワインです。

516 シャト－・グラン・マルソ－　'09 フランスボルド－
￥2,596
［￥2,360］ 赤 メルロ、

カベルネ・ソーヴィニヨン H-1 13.0％ 750㎖ 天候に恵まれた2009年の期待を裏切らない、充実したアタックと華やかな果実
味を兼ね備えた味わいのワインです。オレンジラベルと銀の紋章も印象的です。

517 ボンテッラ　ジンファンデル　'16
アメリカ
カリフォルニア

￥2,827
［￥2,570］ 赤 ジンファンデル、

プティシラー H-1 15％未満 750㎖ カリフォルニアの有機栽培ワイン。カリフォルニアジンファンデルとしては穏やかな味
わい。コーヒーやカラメルを思わせる甘く魅惑的な香りと華やかな果実香があります。

DG 518 パラシオス・レモンドラ・モンテサ　’16
スペイン
ラ・リオハ

￥2,915
［￥2,650］ 赤 ガルナッチャ、

テンプラニーリョ H-2 14.0％ 750㎖ 【Japan Women's Wine Awards 2020 “SAKURA” Double Gold 受賞】世界的に高い評価を受
けるアルバロ・パラシオス。ベリー系果実味にオレンジなどの地中海果実の風味が特長です。

519 シャト－・サン・ミッシェルインディアン・ウェ－ルズ・カベルネ・ソ－ヴィニヨン　'16
アメリカ
ワシントン

￥3,388
［￥3,080］ 赤 カベルネ・ソーヴィニヨン、

シラー H-3 14.5％ 750㎖ コロンビア北端のワールーク・スロープのワインの特長でもある、完熟した濃厚
な「ニューワールド・スタイル」を表現。飲みごたえのある味わいです。

520 オ－・メドック・ド・ジスク－ル　’15 フランスボルド－
￥3,960
［￥3,600］ 赤 カベルネ・ソーヴィニヨン、

メルロ H-2 13.5％ 750㎖ メドック格付け3級、シャトー・ジスクールがオー・メドック地区で造るハイコスパ
ワイン。タンニンも滑らかで酸味とのバランスもとれているワインです。
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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

ブース�　（徳岡）Japan Women's Wine Awards 2020“SAKURA”受賞ワイン＆多彩な欧州ワイン特集
はブースのオススメ商品です
注文
NO 商品名 地域 特別価格 ご注文数 タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

G グルエ
アクセル　ド　ウァ゙ロン　ブリュット

フランス
シャンパーニュ

￥3,520
［￥3,200］ 白・発泡 ピノ・ノワール、

シャルドネ、ピノ・ムニエ D-2 12.0％ 750㎖ 今年で350年を迎えるヨーロッパのエアラインで採用されたメゾンがつくる、ピ
ノ・ノワール主体のエレガントなシャンパーニュです。

G 522 ヨーゼフ　ビファーゼクト　リースリング　ブリュット　'１２
ドイツ
ファルツ

￥2,640
［￥2,400］ 白・発泡 リースリング D-2 12.5％ 750㎖ 日本人女性醸造家がシュール・リー製法によってつくる旨み溢れるスパークリ

ングワイン。5年以上瓶内熟成を経て生まれるヴィンテージものです。

523 テッレ　ディ　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 11.5％ 750㎖ オーガニック＆ヴィーガン認証のプロセッコ。規定最低の残糖度でドライな味わ

いは料理との相性も抜群です。

524 フロリアーヌガメイ　スパークリング　'１９
フランス
南仏

￥1,100
［￥1,000］ 赤・発泡 ガメイ E-0 11.0％ 750㎖ いちごやバラのような豊かな香り。フルーティで爽やかなやや甘口。飲みやすい

赤のスパークリングワインです。

525 テッレ　ディ　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

￥1,100
［￥1,000］ 白・微発泡 グレラ A-0 5.5％ 750㎖ オーガニック＆ヴィーガン認証のワインカクテル。プロセッコの原酒をベースに天

然香料をプラス。微発泡でアルコール低めの爽やかな甘口です。

526 テッレ　ディ　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

￥1,100
［￥1,000］ ロゼ・微発泡 グレラ、ラボーゾ A-0 5.5％ 750㎖ オーガニック＆ヴィーガン認証のワインカクテル。プロセッコの原酒をベースに天

然香料をプラス。微発泡でアルコール低めの爽やかな甘口です。

527 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

￥1,056
［￥960］ 白 ソーヴィニョン・ブラン、

セミヨン C-2 12.0％ 750㎖ ボルドー随一のワイン商がノウハウを注ぎ込んだアッサンブラージュの芸術品です。カシス
やブラックベリーの香り。凝縮した果実味と渋み、酸味のバランスが良い赤ワインです。

528 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

￥1,056
［￥960］ 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㎖ ボルドー随一のワイン商がノウハウを注ぎ込んだアッサンブラージュの芸術品です。
白い花や青草、グレープフルーツの香り。甘み、酸味、苦みの絶妙なバランスです。

S 529 アロモメルロ　プライベート　リザーブ　'１８
チリ
マウレヴァレー

￥1,188
［￥1,080］ 赤 メルロ G-0 14.0％ 750㎖ 100年近い歴史を持つワイナリーです。女性醸造家がつくるフレンチスタイルの

チリワインです。果実味が豊かで、柔らかな口当たりの凝縮感がある味わいです。

S 530 アロモシラー　プライベート　リザーブ　'１８
チリ
マウレヴァレー

￥1,188
［￥1,080］ 赤 シラー H-2 14.0％ 750㎖ 100年近い歴史を持つワイナリーです。女性醸造家がつくるフレンチスタイル

のチリワインです。ホワイトペッパーなどのニュアンス。スパイシーな味わいです。

G 531 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

￥1,584
［￥1,440］ 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・リー製法によってつく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あります。

G 532 ヨーゼフ　ビファーリースリング　ハルプトロッケン　'１６
ドイツ
ファルツ

￥1,584
［￥1,440］ 白 リースリング C-0 11.5％ 750㎖ 日本人女性醸造家がシュール・リー製法によってつくる旨み溢れる白ワインで

す。果実味と酸味のバランスが絶妙な味わいです。

533 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

￥1,584
［￥1,440］ 白 リースリング A-2 9.5％ 750㎖ 日本人女性醸造家がシュール・リー製法によってつくる旨み溢れる白ワインで

す。ジューシーで果実味に富んだ甘口です。

534 ウィ゙ニュロン　ド　ビュゼバロン　ダルドゥイル　ブラン　'１８
フランス
ビュゼ

￥2,200
［￥2,000］ 白 ソーヴィニョン・ブラン、

セミヨン D-2 12.0％ 750㎖ 「サスティナブルワイン」。ＳＤＧｓに先進的に取り組むワイナリー。バニラや青り
んごのニュアンス。程よい酸味でコクのある白ワインです。

535 ウィ゙ニュロン　ド　ビュゼバロン　ダルドゥイル　ルージュ　'１5
フランス
ビュゼ

￥2,200
［￥2,000］ 赤 メルロ、カベルネ・フラン、

カベルネ・ソーヴィニヨン H-2 14.0％ 750㎖ 「サスティナブルワイン」。ＳＤＧｓに先進的に取り組むワイナリー。凝縮した果実
味で、コクのあるパワフルな味わいです。

536 ウィ゙ニュロン　ド　ビュゼロゼ　バイ　ビュゼ　'１８
フランス
ビュゼ

￥2,200
［￥2,000］ ロゼ メルロ、カベルネ・フラン、

カベルネ・ソーヴィニヨン C-2 13.0％ 750㎖ 「サスティナブルワイン」。ＳＤＧｓに先進的に取り組むワイナリー。フルーティで
華やかな香り。爽やかな味わいのロゼワインです。

537 ウィ゙ノス　ディウェ゙ルティドスコホン　デ　ガト　ゴデーリョ　'１７
スペイン
バルデオラス

￥2,288
［￥2,080］ 白 ゴデーリョ D-3 13.5％ 750㎖ スペインの銘醸地でパートナーとともに様々な特色あるワインをつくっている生産者。固有品種

ゴデーリョを使用しています。洋梨や桃の香り。個性的でコクのある味わいの白ワインです。

538 ウィ゙ノス　ディウェ゙ルティドスラ　フルゴ　ビーチ　'１５
スペイン
リオハ

￥2,288
［￥2,080］ 赤 テンプラニーリョ H-2 13.5％ 750㎖ スペインの銘醸地でパートナーとともに様々な特色あるワインをつくっている生産者。

４カ月の樽熟成。トースト香、少しの甘み、しっかりとしたタンニンがある赤ワインです。

539 ドメーヌ　ジョマンブルゴーニュ　シャルドネ　'１７
フランス
ブルゴーニュ

￥3,344
［￥3,040］ 白 シャルドネ D-2 13.0％ 750㎖ ピュリニー・モンラッシェの生産者。テロワールを生かす、フィネスや果実味のあ

る、余韻の長い味わい深い白ワインです。

540 ドメーヌ　ガショ　モノブルゴーニュ　ルージュ　'１７
フランス
ブルゴーニュ

￥3,080
［￥2,800］ 赤 ピノ・ノワール H-0 13.0％ 750㎖ １８９０年設立の生産者。ＡＣブルゴーニュであっても選果台を用いて徹底した品質向

上に努めています。ダークプラムやミルベリーの香り。バランスの良い赤ワインです。
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承り期間：４月２９日（水･祝）　5月９日（土）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

ブース�　（ミレジム）Japan Women's Wine Awards 2020“SAKURA”受賞ワイン＆パーカーポイント高得点シリーズワイン特集
はブースのオススメ商品です
注文
NO 商品名 地域 特別価格 ご注文数 タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

541 リオンド・プロセッコ・エクストラ・ドライ・セスト・センソＮＶ
イタリア
ヴェネト

￥1,848
［￥1,680］ 白・発泡 グレーラ D-1 11.0％ 750㎖ パーカーポイント90点。エレガントでフルーティなまさにスパークリングソアーヴェ

です。

542 ヴァレンティンビアンキ・エルサ・ビアンキ・トロンテス　'19
アルゼンチン
メンドーサ

￥1,177
［￥1,070］ 白 トロンテス D-0 12.0％ 750㎖ 日系航空会社のラウンジでも採用された高級感のある白、中華料理やスパイシ

ーな料理に合います。

G 543 デルタ・ヴィンヤードデルタ　ソーヴィニョンブラン　'19
ニュージランド
マールボロ

￥2,200
［￥2,000］ 白 ソーヴィニョン・

ブラン D-2 13.0％ 750㎖ 【Japan Women's Wine Awards 2020 “SAKURA”Gold 受賞】ニュージ
ーランドワイン界に革命を起こし続ける生産者です。

544 ボタニ・モスカテル・オールド・ヴァインズ　'18
スペイン
マラガ

￥2,552
［￥2,320］ 白 マスカット・オブ・

アレキサンドリア D-0 13.5％ 750㎖ 評論家ロバート・パーカー氏が「誰もが愛さずにはいられない」とコメント。甘口
ぶどうを辛口に仕上げた逸品です。

545 ヤルデン／シャルドネ　'18 イスラエル
ゴランハイツ

￥2,728
［￥2,480］ 白 シャルドネ D-3 14.0％ 750㎖ 小樽熟成で新樽率が高くヴァニラやクリームを思わせる梅香が溶け込むコクのあ

るフルボディワインです。高級品感ただようイスラエルの至宝のようなワインです。

546 ヤルデン／ヴィオニエ　'16 イスラエル
ゴランハイツ

￥2,816
［￥2,560］ 白 ヴィオニエ D-2 14.5％ 750㎖ フレンチオークの樽を使用し、熟成させることで、桃やアプリコットのフローラルな

アロマ。貴重なヴィオニエのみを使用しています。

547 ヤルデン／ゲヴュルツトラミネール　'18 イスラエルゴランハイツ
￥2,640
［￥2,400］ 白 ゲヴュツトラミネル D-1 14.5％ 750㎖ フランス・アルザス地域のゲヴュルツとは一味違う、肉厚でしっかりした辛口ワ

インです。

G 548 パソ・ア・パソ・オーガニック・ヴェルデホ　'18
スペイン
ラ・マンチャ

￥1,672
［￥1,520］ 白 ヴェルデホ C-0 13.0％ 750㎖ 【Japan Women's Wine Awards 2020 “SAKURA”Gold 受賞】オーガニ

ック公式認証のヴェルデホです。

549 タリマ・ブランコ　'18 スペイン
ヴァレンシア

￥1,749
［￥1,590］ 赤 メルセゲラ D-0 12.5％ 750㎖ ミネラル感たっぷりで、ピュアな果実味です。珍しいメルセゲラ品種を使用して

います。

G 550 タリマ　'18 スペイン
ヴァレンシア

￥1,760
［￥1,600］ 赤 モナストレル H-0 13.0％ 750㎖ 6カ月の樽熟成でモナストレルの魅力がギュッと凝縮した極めてコストパフォーマ

ンスの優れたワインです。

551 パソ・ア・パソ・オーガニック・テンプラニーリョ　'18
スペイン
ラ・マンチャ

￥1,672
［￥1,520］ 赤 テンプラニーリョ F-0 13.0％ 750㎖ オーガニック公式認証。スパイシー感のしっかりしたテンプラニーリョを使用して

います。

552 ミレジム・グルナッシュ・シラー　'16 スペインアラゴン
￥1,144
［￥1,040］ 赤 グルナッシュ、

シラー F-2 14.5％ 750㎖ 樹齢40年以上のぶどうから産まれる完熟さとスパイシーな風味。個性的なスペ
インバリューワインです。

S 553 ボデガス・ブレカ・ガルナッチャ・フエゴ　'18
スペイン
アラゴン

￥1,617
［￥1,470］ 赤 ガルナッチャ H-0 15.5％ 750㎖ 【Japan Women's Wine Awards 2020 “SAKURA”Silver 受賞】樹齢70

年と古樹が生み出す複雑味のある、スペイン重厚感あるワインです。

ボデガス・ブレカ・ブレカ　'17 スペイン
アラゴン

￥2,640
［￥2,400］ 赤 ガルナッチャ H-3 15.5％ 750㎖ 樽熟18カ月。まさに重厚感強力。いわゆる今どきの重旨赤ワインです。

555 ボデガス・ヴェンタ・モラレス・オーガニック　'18
スペイン
ラ・マンチャ

￥1,760
［￥1,600］ 赤 テンプラニーリョ G-0 14.5％ 750㎖ かわいいてんとう虫のラベルはオーガニックワインの象徴です。豊かな果実味が

します。

G 556 デエーサ・ラ・グランハ　'13 スペイン
カスティーリャ

￥2,057
［￥1,870］ 赤 テンプラニーリョ H-2 14.0％ 750㎖ 【Japan Women's Wine Awards 2020 “SAKURA”Gold 受賞】アメリカ

ンオークで24カ月樽熟成、12カ月瓶熟成。無濾過。力強いテンプラニーリョ。

557 アレハンドロ・フェルナンデス・ティント・ペスケラ・クリアンサ　'16
スペイン・リベラ・
デル・デュエロ

￥3,674
［￥3,340］ 赤 テンプラニーリョ H-3 14.0％ 750㎖ ロバート・パーカーより「これぞスペインのペトリュス」との評価を受けて一躍有

名になったワインです。

DG 558 デルタ・ヴィンヤードピノノワール　'17
ニュージランド
マールボロ

￥2,640
［￥2,400］ 赤 ピノ・ノワール F-1 13.5％ 750㎖ 【Japan Women's Wine Awards 2020 “SAKURA”Double Gold 受賞】　

【マールボロ・ワイン・ショー金賞】ラズベリー感が素晴らしいです。

559 ヤルデン・シラー　'16 イスラエル
ゴランハイツ

￥4,224
［￥3,840］ 赤 シラー H-3 14.5％ 750㎖ フレンチオークの小樽で18カ月熟成、スモーキー感抜群の高級感漂うシラーの

ワインです。

560 ヤルデン・カベルネソーヴィニョン 　'15
イスラエル
ゴランハイツ

￥4,400
［￥4,000］ 赤 カベルネ・

ソーヴィニヨン H-3 14.5％ 750㎖ 【セレクシオン・モンディアル・デ・ヴァン・カナダ金賞受賞】【チャレンジ・イ
ンターナショナル・デュ・ヴァン・ボルドー金賞受賞】イスラエルの宝石。

554



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

ブース�　（メモス）南イタリアを中心とした果実味豊かでワクワクするワイン特集
はブースのオススメ商品です
注文
NO 商品名 地域 特別価格 ご注文数 タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

561 フィリペティスプマンテ　ブリュット　ピノ・シャルドネ　NV
イタリア
ピエモンテ

￥1,529
［￥1,390］ 白・発泡 ピノ・ビアンコ、シャルドネ C-2 11.5％ 750㎖ 泡立ち良く、レモンやグレープフルーツを思わせる綺麗な酸味。食事に合わせや

すい清涼感があります。

562 ヴァルヴァリオーネスプマンテ　ファランギーナ　プリモ　NV
イタリア
プーリア

￥2,288
［￥2,080］ 白・発泡 ファランギーナ D-0 12.0％ 750㎖ 蜜たっぷりの白い花の香り。柔らかくジューシーな果実味は、食事を選ばず楽し

ませてくれます。

563 ロンバルディーニランブルスコ　セッコ　イルカンパノーネ　NV
イタリア
エミリア・ロマーニャ

￥1,914
［￥1,740］ 赤・微発泡 ランブルスコ E-0 11.0％ 750㎖ 優しくはじける微発泡、イチゴやサクランボを思わせるチャーミングで濃縮感のあ

る果実味があります。

564 ソロパーカファランギーナ　デル　サンニオ　’１８
イタリア
カンパーニャ

￥1,342
［￥1,220］ 白 ファランギーナ C-3 13.5％ 750㎖ 白い花やレモンを思わせる香りと果実味があります。きれいな酸味があり和洋中

どれでも合う、頼もしい白ワインです。

565 ボッテールプーリア　ビアンコ　ヴェルソ　’１９
イタリア
プーリア

￥1,342
［￥1,220］ 白 シャルドネ、

マルヴァジア C-2 12.5％ 750㎖ 柑橘、メロン、バニラを思わせる芳醇な香り。まろやかで飲みごたえのある果実
味は、濃い味わいの料理にも合います。

566 ヴァルヴァリオーネピノグリージョ　ディ　プーリア　’１８
イタリア
プーリア

￥1,628
［￥1,480］ 白 ピノグリージョ C-0 12.5％ 750㎖ 飲みやすいだけでなく、ミネラルをしっかり感じる果実味のため、塩、醤油、ポン酢

を使う料理に合います。

ヴァルヴァリオーネ
マルヴァジア　デル　サレント　12.5　’１８

イタリア
プーリア

￥1,628
［￥1,480］ 白 マルヴァジア D-0 12.5％ 750㎖ グレープフルーツ、トロピカルフルーツなどの、ふくよかな香りが口の中で広がりま

す。苦味・雑味が極めて少なく和食にも合う、驚きのオススメ白ワインです。

568 ソロパーカサンニオ　フィアーノ　’１8
イタリア
カンパーニャ

￥1,716
［￥1,560］ 白 フィアーノ D-0 13.5％ 750㎖ 完熟したトロピカルな果実を思わせる香り。飲みごたえがありワインだけでも、つ

いつい飲みすぎてしまいます。

569 マットーニモナ　カテリーナ　ビアンコ　’１８
イタリア
トスカーナ

￥2,486
［￥2,260］ 白 トレッビアーノ D-2 12.5％ 750㎖ 大きな柑橘や白い果肉を思わせる果実味があります。しっかりとしたミネラル、余

韻も長く飲みごたえがあります。

570 ヴァルヴァリオーネロザート　デル　サレント　’１８
イタリア
プーリア

￥1,628
［￥1,480］ ロゼ ネグロアマーロ C-0 12.5％ 750㎖ ラズベリージャムのような、濃厚チャーミングな香りが口の中であふれます。白よ

りも食事に合わせやすい芳醇な果実味。必飲のロゼです。

571 ボッテールサリーチェ　サレンティーノ　リゼルヴァ　’１５
イタリア
プーリア

￥1,342
［￥1,220］ 赤 ネグロアマーロ、

マルヴァジア・ネーラ G-0 13.0％ 750㎖ 熟成による滑らかさを真っ先に感じ、余韻が長い果実味の為、上品な味わいの
料理にピッタリです。

572 クリフォカステル　デル　モンテ　ロッソ　’１７
イタリア
プーリア

￥1,430
［￥1,300］ 赤 ネロディトロイア、

アリアニコ G-0 12.5％ 750㎖ 濃厚なワインになる品種を使ってますが、驚くほどエレガントな味わいに仕上が
っています。飲みやすく、余韻まで上品です。

573 ボッテールプーリア　ロッソ　アパッシメント　NV
イタリア
プーリア

￥1,342
［￥1,220］ 赤 ネグロアマーロ、

マルヴァジア・ネーラ H-0 14.5％ 750㎖ レーズンやドライフルーツ、カカオの香りが広がり、肉料理や濃厚スイーツに合
います。冷やすと、よりカカオの香りが目立つ、年中楽しめるタイプです。

574 ヴァルヴァリオーネネグロアマーロ　デル　サレント　12.5　’１７
イタリア
プーリア

￥1,716
［￥1,560］ 赤 ネグロアマーロ H-0 12.5％ 750㎖ 完熟果実だけでなくスイーツも思わせる香り。まろやかな果実味があり、香りが

後から広がるため、じっくり飲むのにオススメの赤ワインです。

575 ヴァルヴァリオーネプリミティーヴォ　デル　サレント　12.5　’１７
イタリア
プーリア

￥1,716
［￥1,560］ 赤 プリミティーヴォ H-0 12.5％ 750㎖ 干しぶどうやドライフルーツの香りが、飲んだ後鼻から抜けていくため、香りに強

い食材にも合いやすく、特にドロッとしたソースを使った料理にはピッタリです。

576 ソロパーカサンニオ　アリアニコ　リゼルヴァ　’１６
イタリア
カンパーニャ

￥1,914
［￥1,740］ 赤 アリアニコ H-1 13.5％ 750㎖ 熟した赤い果実やスパイスの香りなど、複雑で心地よい香り。品の良いタンニン

を持ち、長い余韻を楽しめる果実味には、脂がのった肉料理が合います。

577 マットーニモナ　カテリーナ　ロッソ　’１７
イタリア
トスカーナ

￥2,860
［￥2,600］ 赤 サンジョヴェーゼ H-1 13.5％ 750㎖ チェリーやスミレの香り。がっしりとした口当たりを感じる果実味に、綺麗な酸味

と滑らかな渋味が楽しめます。

578 クリフォ カステル　デル　モンテ　ネーロディ　トロイア　リゼルヴァ　アウグスターレ　’１4
イタリア
プーリア

￥2,860
［￥2,600］ 赤 ネロ・ディ・トロイア H-3 14.0％ 750㎖ ズッシリ重い瓶とは裏腹に、極めてエレガントな味に仕上がっています。熟成から

くる深い香りがあるため、時間をかけて、じっくり飲ませてくれます。

579 ヴァルヴァリオーネ　プリミティーヴォディ　マンドゥーリア　パパーレ　オーロ　’１５
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㎖ ジャム、カカオ、様々なドライフルーツの香りが、強烈にあふれ出します。樽熟具

合も良く、凝縮感のある果実味に対し思わずウットリすることでしょう。

580 カッシーナ　カストレットモスカート　ダスティ　’１８
イタリア
ピエモンテ

￥2,574
［￥2,340］ 白・微発泡 モスカート B-2 5.5％ 750㎖ マスカットジャムのような濃厚な香り、きめ細かい泡と上品な甘みがあり、食事を

邪魔しません。もちろんスイーツにはピッタリです。
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承り期間：４月２９日（水･祝）　5月９日（土）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

ブース�　（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商品です
注文
NO 商品名 地域 特別価格 ご注文数 タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

581 ヴェレノージ　ヴィッラ・アンジェラ・シャルドネ　’18
イタリア
マルケ

￥1,705
［￥1,550］ 白 シャルドネ D-2 12.5％ 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％のシャルドネの

ワインです。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。

582 ヴェレノージ　ヴィッラ・アンジェラ・オッフィーダ・ペコリーノ　’18
イタリア
マルケ

￥2,299
［￥2,090］ 白 ペコリーノ D-2 13.0％ 750㎖ 収穫量を制限し、厳選したぶどうのみを使用したワインです。少し早めに収穫し

フレッシュさとコクのバランスを保っております。

583 ヴェレノージ　ラクリマ・ディ・モッロ・ダルバ・スペリオーレ　’17
イタリア
マルケ

￥2,596
［￥2,360］ 赤 ラクリマ・ディ・

モッロ・ダルバ G-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です。まるでバラの様な印象
的な香り、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る赤ワインです。

584 ロベルト・サロット   オペラ・モンフェッラート・ロッソ　 '17
イタリア
ピエモンテ

￥2,090
［￥1,900］ 赤 カベルネ・ソーヴィニヨン、

バルベーラ G-2 14.5％ 750㎖ カベルネ・ソーヴィニヨンを2カ月間乾燥させて造ります。熟した果実の風味と
長い余韻が印象的です。

585 ロベルト・サロットバローロ　'14
イタリア
ピエモンテ

￥3,597
［￥3,270］ 赤 ネッビオーロ H-3 14.5％ 750㎖ ノヴェッロ村とバローロ村のネッビオーロを使用して造られるバローロです。力強

さとエレガントさを兼ね備えております。

DG ヴィニエティ・デル・サレント  
イ・ムーリ・ネグロアマーロ　'18

イタリア
プーリア

￥1,397
［￥1,270］ 赤 ネグロアマーロ G-2 14.0％ 750㎖ 畑で自然に乾燥された状態のぶどうを使用したワインです。なめらかなアタックと

濃厚な果実味が感じられます。

587 ヴィニエティ・デル・サレント   ゾッラ・プリミティーヴォ・ディ・マンドゥーリア　'17
イタリア
プーリア

￥2,695
［￥2,450］ 赤 プリミティーヴォ H-2 14.0％ 750㎖ 収穫量を低く抑えたプリミティーヴォを使用し、フレンチオークで6カ月熟成させ

たワインです。しっかりとした果実味にスパイスなどの複雑さが混ざります。

588 ヴェゼーヴォ  ベネヴェンターノ・ファランギーナ　'18
イタリア
カンパーニャ

￥1,606
［￥1,460］ 白 ファランギーナ D-2 12.5％ 750㎖ ファルネーゼがカンパーニャで手掛けるワインです。スパイシーで、白い花やミントの洗

練された香り、しっかりとした果実味があり、バランスのとれた味わいとなっております。

G 589 ヴェゼーヴォ  タウラジ　'12 イタリア
カンパーニャ

￥4,598
［￥4,180］ 赤 アリアーニコ H-3 14.0％ 750㎖ 樹齢の古いアリアーニコで、中には樹齢が250年を超えるものも含まれます。し

っかりとした骨格とミネラル感のあるワインです。

590 ヴァンサン・ジラルダン  ブルゴーニュ・アリゴテ　'16
フランス
ブルゴーニュ

￥2,794
［￥2,540］ 白 アリゴテ D-3 13.0％ 750㎖ ムルソーにある70年樹齢のアリゴテに惚れ込んで畑を購入しました。非常に爽

やかで、ミネラル風味とリッチな味わいがあります。

591 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㎖ 標高が高く、傾斜の強い畑で栽培されたピノ・ノワールで造られるワインです。

繊細でエレガントな味わいになります。

592 ドメーヌ・フォン・サラド   ル・ブラン・ヴィオニエ　'18
フランス
コート　デュ　ローヌ

￥1,903
［￥1,730］ 白 ヴィオニエ D-2 13.5％ 750㎖ ビュルル家の長男ベルナールがジゴンダスとヴァケラスのヴィオニエを使用して

造る華やかな白ワインです。

593 ドメーヌ・ビュルル  ヴァン・ド・ペイ・ド・ヴォークリューズ　'15
フランス
コート　デュ　ローヌ

￥1,397
［￥1,270］ 赤 、マルセロン、

カラドック、 シラー H-0 13.5％ 750㎖ ジゴンダスの南に位置する畑です。収穫量を約半分に抑えて造られる大変贅
沢なヴァン・ド・ペイ（地酒）です。

594 ドメーヌ・ビュルル  ヴァケラス　'17
フランス
コート　デュ　ローヌ

￥2,794
［￥2,540］ 赤 グルナッシュ、シラー H-3 14.5％ 750㎖ ろ過も清澄も行わずにボトリングされたワインです。濃厚な色合いと噛み応えが

ありそうな果実味とタンニンがあります。

595 ヒル・ファミリー・エステーツ 　オノロ・ベラ・フミーリャ・モナストレル　'18
スペイン
フミーリャ

￥1,397
［￥1,270］ 赤 モナストレル H-2 14.0％ 750㎖ 接ぎ木していない樹齢30年のモナストレルを使用しています。豊かな果実味の

中にスパイシーさがアクセントとなっております。

596 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

（テンプラニーリョ） H-3 16.0％ 750㎖ D.O.トロとその周辺にある樹齢の古いぶどうを使用、フレンチオークの新樽で
15カ月熟成させた濃厚でリッチな味わいのフルボディです。

597 ボデガス・アタラヤ  アラヤ・ティエラ　'17
スペイン
アルマンサ

￥4,994
［￥4,540］ 赤 ガルナッチャ・

ティントレラ H-3 16.0％ 750㎖ 非常に珍しい実まで赤いガルナッチャ・ティントレラ100％のワインです。大変
力強く、しっかりと熟していて絹のようになめらかな味わいがあります。

598 マス・デ・モニストロル  カバ・レセルバ・デ・ラ・ファミリア・ブルット・ロゼ 　'16
スペイン
ペネデス

￥1,903
［￥1,730］ ロゼ ピノ・ノワール、

モナストレル C-2 12.0％ 750㎖ ピノ・ノワールを主体にし、出来の良い年のみ生産されます。29カ月以上の熟
成で造られる繊細で深い味わいがあります。

599 マス・デ・モニストロル  カバ・グラン・レセルバ　'12
スペイン
ペネデス

￥3,300
［￥3,000］ 白 チャレッロ、マカベオ、

パレリャーダ、シャルドネ D-2 12.0％ 750㎖ 樹齢の古いぶどうを使用し、出来の良い年のみ生産されます。38カ月熟成で造
られる複雑でリッチな味わいがあります。

600 アシエンダ・ゾリータ  アシエンダ・ゾリータ・シラー　'14
スペイン
カスティーリャ イ レオン

￥3,300
［￥3,000］ 赤 シラー H-3 14.0％ 750㎖ オーストラリアのぶどう栽培の権威、リチャード・スマート教授のアドバイスで植

えられたシラー。リッチでバランスのとれた味わいがあります。
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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

ブース�　（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商品です
注文
NO 商品名 地域 特別価格 ご注文数 タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

601 トーマス・バルテン  バルテン・リースリング・トロッケン　'18
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。酸味のおだ

やかなやわらかい果実味を感じられます。

602 リンゲンフェルダー　リンゲンフェルダー・ゲヴェルツトラミナー・ヘア・ラベル　　'18
ドイツ
ファルツ

￥1,705
［￥1,550］ 白 ゲヴェルツトラミネル C-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、本格派の辛口ゲヴェルツトラミネル。スパイ

スや花の香り、しっかりとした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。

603 ケスター・ヴォルフ　ヴァイサー・ブルグンダー・トロッケン　'18
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-1 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。

604 カール・ファフマン　シャルドネ・ビショッフスクロイツ・トロッケン　'18
ドイツ
ファルツ

￥1,804
［￥1,640］ 白 シャルドネ C-0 12.5％ 750㎖ ２０１３年のラインラント・プファルツ品評会で特別栄誉賞を受賞した生産者。

さわやかな果実の風味と複雑さのある味わいがあります。

605 クラス　エアバッハー・シュタインモルゲン・トロッケン　'18
ドイツ
ラインガウ

￥1,903
［￥1,730］ 白 リースリング D-0 12.5％ 750㎖ 単一畑の樹齢40年のリースリングで造られる辛口。レモンなどの柑橘系の果

実とミネラルが混ざります。

606 ヴァルデマー・ブラウン  ノルトハイマー・フェ
ーゲライン・シルヴァーナー・トロッケン　'18

ドイツ
フランケン

￥2,002
［￥1,820］ 白 シルヴァーナー D-2 12.5％ 750㎖ 生産量のほとんどがドイツ国内で消費される地元で非常に人気の高い生産

者。ミネラルが豊かで上品な味わいは、特に和食におすすめです。

607 フリッツ・ハーク　フリッツ・ハーク・クーベーアー　'18
ドイツ
モーゼル

￥2,695
［￥2,450］ 白 リースリング A-0 11.5％ 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。繊細な味わいとミネラル感が印象的です。

608 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 14.0％ 750㎖ 兵庫県出身の坂田千枝さんが醸造するワイン。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。

G 609 ベルンハルト・コッホ　リースリング・ゼクト・ブリュット　'16
ドイツ
ファルツ

￥2,596
［￥2,360］ 白 リースリング C-2 12.0％ 750㎖ シャンパーニュ製法で造られ15カ月熟成、リースリングの個性をしっかりと感じさ

せるスパークリングです。

610 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　'18

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 10.0％ 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。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。

トーマス・バルテン　ヴェレナー・
ゾンネンウーア・カビネット　'18

ドイツ
モーゼル

￥1,606
［￥1,460］ 白 リースリング A-2 9.5％ 750㎖ ゾンネンウーア「日時計」と名付けられたドイツを代表する一流畑からのワイン。

軽快な酸とバランスのとれた果実味があります。

612 クラス　キードリッヒャー・リースリング　'18
ドイツ
ラインガウ

￥1,705
［￥1,550］ 白 リースリング A-2 10.5％ 750㎖ ラインガウ地方の一流畑を所有する生産者。やさしい甘みのあるフルーティな

味わいが印象的です。

613 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　'18
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 9.5％ 750㎖ 冷して美味しい甘口の赤ワイン。豊かな果実味、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味わいがあります。

614 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　'18
ドイツ
ナーエ

￥1,705
［￥1,550］ 白 ファーバーレーベ A-2 11.0％ 750㎖ DLGドイツ農産物協会が推奨するブルクライヤーのトップ生産者。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おり、フレッシュでクリーンな味わいが印象的です。

615 ベルンハルト・コッホ　ショイレーベ・シュペートレーゼ　'18
ドイツ
ファルツ

￥2,497
［￥2,270］ 白 ショイレーベ B-2 8.0％ 750㎖ 坂田千枝さんが醸造するワイン。カシス、ピンクグレープフルーツの香り、酸味と

のバランスが取れた上質な甘味を楽しむことができます。

616 クルト・ハイン　ピースポーター・ゴールドトロップヒェン・カビネット　'18
ドイツ
モーゼル

￥2,596
［￥2,360］ 白 リースリング B-2 9.5％ 750㎖ ピースポートの最上畑ゴールドトレプヒェン「黄金の雫」。フレッシュでミネラルが

しっかり感じられるエレガントなカビネットです。

617 ミューレンホフ　エルデナー・トレプヒェン・シュペートレーゼ　'02
ドイツ
モーゼル

￥2,794
［￥2,540］ 白 リースリング B-2 8.5％ 750㎖ アウスレーゼ以上のワインが生産されずに格下げされたヴィンテージ。熟成され

たリースリングの複雑な味わいがあります。

618 カール・エルベス　ユルツィガー・ヴュルツガルテン・アウスレーゼ　'15
ドイツ
モーゼル

￥4,180
［￥3,800］ 白 リースリング B-3 7.5％ 750㎖ ヴュルツガルテン「スパイスの庭」と名付けられた断崖絶壁のような急斜面の

畑。一部に貴腐の着いたぶどうを使用しております。

619 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・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 ジーガーレーベ B-2 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。

620 ルドルフ・ファウス　ウーデンハイマー・キルヒベル
ク・アイスモント・リースリング・アウスレーゼ　'18

ドイツ
ラインヘッセン

￥2,497
［￥2,270］ 白 リースリング B-3 7.5％ 375㎖ アイスワインを造るために残され、翌年の1月に収穫されたリースリングを使用し

たアウスレーゼ。一部は氷結した状態で収穫されております。
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承り期間：４月２９日（水･祝）　5月９日（土）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

ブース�　（マスダ）Ｎｅｗ Ｗａｖｅ再来！ 南アフリカワイン特集
はブースのオススメ商品です
注文
NO 商品名 地域 特別価格 ご注文数 タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

621 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㎖ リーズナブルで旨いスパークリング。発酵後、澱が入ったまま6カ月熟成。クリー

ミーで比較的細やかな泡。優しい果実の旨味が特徴です。

622 ステレンラスト・ＭＣＣスパークリング・ロゼ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、シュ

ナン・ブラン、シャルドネ D-2 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。キメ細かく、綺麗な泡が長く続く上品なロゼのスパークリングワインです。

623 ブーケンハーツ・ポークパインリッジ　ソーヴィニョン・ブラン　’１９
南アフリカ
ウェスタンケープ

￥1,485
［￥1,350］ 白 ソーヴィニョン・

ブラン A-1 12.5％ 750㎖ お勧め料理はサラダ・シーフード・お寿司など。この季節に飲みたい爽やかな酸味・
フレッシュでバランスの良い仕上がりです。程よい厚みとやさしい余韻が特徴です。

S 624 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-1 13.0％ 750㎖ 挑戦者への応援ラベル。フリーランジュースのみ使用した贅沢な製法。フレッシュ

＆フルーティ、酸味と果実味のバランスが良く、爽やかで心地良い味わいです。

625 ラスカリオン・33　1/3ＲＰＭ　’１７
南アフリカ
ウェスタンケープ

￥1,760
［￥1,600］ 白 シュナンブラン、ルーサンヌ、

グルナッシュ・ブラン他 C-0 13.5％ 750㎖ 南ローヌスタイルのブレンド。フレッシュで豊かな酸、柔らかなボディ、なめらかで心地
良いバランスの取れたワインです。好きな曲を聞きながら気軽に楽しんでください。

626 ステレンラスト・オールドブッシュヴァイン　シュナン・ブラン　’１８
南アフリカ
ステレンボッシュ

￥3,058
［￥2,780］ 白 シュナンブラン D-1 14.0％ 750㎖ 古い樹齢の濃厚な果実味がしっかりした酸に支えられ、上手くまとまっていま

す。まるで高級シャルドネを思わすようなエレガントな味わいです。

ロングリッジ・エミリー　’１８ 南アフリカ
ウェスタンケープ

￥2,035
［￥1,850］ 白 シャルドネ、

ピノ・ノワール D-0 13.0％ 750㎖ 樽熟成していないシャルドネと、ほんの少しだけ樽熟成させたピノ・ノワールを使
用。酸味と果実味とのバランスが良く、色合いはロゼ色の辛口のワインです。

628 グレネリー・グラスコレクション・シャルドネ　’１９
南アフリカ
ステレンボッシュ

￥1,804
［￥1,640］ 白 シャルドネ C-0 13.0％ 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。爽やかで心地良い酸味、

濃縮した果実味、エレガントさが特徴です。余韻も長くバランスが良いワインです。

629 グレネリー・エステートリザーブ・シャルドネ　’１８
南アフリカ
ステレンボッシュ

￥2,453
［￥2,230］ 白 シャルドネ D-1 13.0％ 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。フレッシュでミネラル感があ

り、豊かな酸味と濃厚な果実味が特徴です。クリーミーでなめらかな味わいです。

630 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-0 13.5％ 750㎖ 冷涼地区エルギンで最も樹齢が古く凝縮感があり、酸のしっかりしたぶどうを使用。

オークの風味はあまり強くなく、ぶどう本来の味を楽しめるナチュラルな味わいです。

DG 631 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です。レモンシャー

ベットやライムの風味、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。

632 ロバートソン・ゲヴェルツトラミネル　’１8
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。濃厚かつなめらかな蜂蜜のような味わいです。酸と甘み

のバランスが心地良くまとまっています。

633 ポールクルーバー・エステート・ピノ・ノワール　’１７
南アフリカ
エルギン

￥2,772
［￥2,520］ 赤 ピノ・ノワール E-1 13.5％ 750㎖ クラシックとニューワールドの中間的なピノ・ノワールです。柔らかい酸味、細や

かな渋みが特徴です。程よくしっかりしたボディかつなめらかな味わいです。

634 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 G-1 14.0％ 750㎖ 挑戦者への応援ラベル。ソフトでピノ・ノワールのようなイメージのピノ・タージュ。

ほのかに果実の甘さも感じ、優しい渋みのジューシー&フルーティなワインです。

G 635 カノンコップ・カデット　ピノ・タージュ　’１７
南アフリカ
ステレンボッシュ

￥2,552
［￥2,320］ 赤 ピノ・タージュ H-2 14.0％ 750㎖ なめらかで心地良い酸味、凝縮した果実味、程良くしっかりしたボディと細やか

で上品な渋み。エレガントなスタイルが同国ピノ・タージュのお手本です。

636 ラスカリオン・45ＲＰＭ　’１６ 南アフリカ
ウェスタンケープ

￥1,760
［￥1,600］ 赤 グルナッシュ・ノワール、

サンソー、ムールヴェードル、タナ G-0 13.0％ 750㎖ エレガントな北ローヌスタイル。フレッシュで心地良い酸、優しくなめらかなボディ。
少し冷やして飲んでも美味しく、好きな曲を聞きながら気軽にお楽しみください。

637 ラスカリオン・パンディキュレーション　’１５
南アフリカ
ウェスタンケープ

￥1,947
［￥1,770］ 赤 シラーズ、

グルナッシュ・ノワール H-0 14.0％ 750㎖ 柔らかな酸、程良いボディ、渋みは柔らかく丸みを帯びています。豊かな果実味がジ
ューシーでなめらか、ほんのりスパイシーかつ余韻も長くバランスの良いワインです。

638 ラステンバーグ・カベルネソーヴィニョン　’１８
南アフリカ
ステレンボッシュ

￥2,365
［￥2,150］ 赤 カベルネ・

ソーヴィニヨン H-2 14.0％ 750㎖ エレガントで落ち着いたクラシックなボルドースタイルのワインです。渋みは細や
かで柔らかく、やや濃厚な果実味できめ細やかでなめらかな味わいです。

639 ハーテンバーグ・カベルネソーヴィニョン　’１５
南アフリカ
ステレンボッシュ

￥3,520
［￥3,200］ 赤 カベルネ・

ソーヴィニヨン H-1 14.5％ 750㎖ 熟成ポテンシャルは20年。果実味豊かでジューシー、柔らかな酸味でなめらか
な味わいです。全体として綺麗にまとまっているエレガントなワインです。

640 ロバートソン・ＮＯ１・シラーズ　’１６
南アフリカ
ロバートソン

￥3,982
［￥3,620］ 赤 シラーズ H-3 14.0％ 750㎖ 柔らかな酸味、果実味豊かでフルーティな味わいとなめらかな口当たりが長い

余韻で綺麗にまとまっています。南アフリカのシラーズと言えばの1本です。
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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

ブース�　（モトックス）アメリカ・チリの濃い旨ワイン特集
はブースのオススメ商品です
注文
NO 商品名 地域 特別価格 ご注文数 タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

DG 6４1 ビーニャ・バルディビエソバルディビエソ　エンウィ゙　マキ・ブルーベリーＮＶ
チリ
セントラル・ウァ゙レー

￥1,232
［￥1,120］ 赤・発泡 セミヨン、シャルドネ A-0 9.0％ 750㎖ 注目のフルーツ、マキ・ベリーのジュースを使ったフルーツ・スパークリング。き

め細かい泡が熟したベリーの甘酸っぱい味わいを包み込みます。

S 642 ビーニャ・バルディビエソバルディビエソ　エクストラ　ブリュットＮＶ
チリ
サウス

￥1,408
［￥1,280］ 白・発泡 シャルドネ、ピノ・ノワール D-0 12.0％ 750㎖ チリ屈指の名門が生み出す本格派瓶内二次醗酵スパークリングワインです。フレッシュ

なライムや青リンゴのアロマとほんのり広がるトースト香が心地良い上質の味わいです。

643 ビカール　デル・スール　ソーウ゛ィニヨン・ブラン　レセルバ　’１８
チリ
セントラル・ウァ゙レー

￥1,100
［￥1,000］ 白 ソーヴィニヨン・

ブラン D-2 13.0％ 750㎖ ハーブ香が随所に現れる清 し々い香りの白ワインです。ハラペーニョやレモンの花のような香
りも持ちます。クリスピーな口当たりでジューシーな柑橘果実のフレーバーが魅力の1本です。

G 644 ビカール　デル・スール　シャルドネ　レセルバ　’１8
チリ
セントラル・ウァ゙レー

￥1,100
［￥1,000］ 白 シャルドネ D-2 13.5％ 750㎖ トーストした甘い樽香が漂い、バナナやライチ、柑橘果実のアロマが綺麗に広がります。新鮮

な酸を持つエレガントでボリュームのある口当たりが特徴のグレートバリューなシャルドネです。

G 645 アイアンストーン・ウィ゙ンヤーズ　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 シンフォニー主体 D-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の白ワインです。

646 アイアンストーン・ウィ゙ンヤーズアイアンストーン　シャルドネ　’１８
アメリカ
カリフォルニア

￥1,628
［￥1,480］ 白 シャルドネ主体 D-3 14.5％ 750㎖ 個性豊かな風味のシャルドネです。清 し々いレモンや軽快なトロピカル・フルーツの香りを

持ちます。クリーミーな質感と引き締まった酸の見事なバランスが楽しめる白ワインです。

647 デリカート・ファミリー・ウィ゙ンヤーズナーリー・ヘッド　ウィ゙オニエ　’１８
アメリカ
カリフォルニア

￥1,672
［￥1,520］ 白 ヴィオニエ D-3 13.5％ 750㎖ 白桃や白い花の美しいアロマを持ち、ほのかにオレンジの花の香りも立ち上がります。グアバ

やピーチなどスッキリとした果実味で、フレッシュでミディアムボディの心地良い白ワインです。

648 フィオール・ディ・ソル　フォー・スターナパ・ウァ゙レー　シャルドネ　’１７
アメリカ
カリフォルニア

￥2,200
［￥2,000］ 白 シャルドネ D-3 13.9％ 750㎖ 熟したリンゴやユーカリの葉、ミネラルを感じ、爽やかなレモンやアメリカンオーク

の風味を持ちます。整った酸と柔らかでクリーミーな質感を持つシャルドネです。

649 スターレーン　ウィ゙ンヤード　ソーウィ゙ニヨン・ブラン　ハッピー・キャニオン　’１７
アメリカ
カリフォルニア

￥2,376
［￥2,160］ 白 ソーヴィニヨン・

ブラン D-2 13.4％ 750㎖ 春の花々、オレンジ、レモンの皮を想わせるようなアロマとフレッシュな柑橘果実味を持
つ爽やかなソーヴィニヨン・ブランです。綺麗な酸とふくよかで長い余韻を持ちます。

DG 650 ビカール　デル・スール　カベルネ・ソーウィ゙ニヨン　レセルバ　’１７
チリ
セントラル・ウァ゙レー

￥1,012
［￥920］ 赤 カベルネ・

ソーヴィニヨン H-0 13.5％ 750㎖ 濃厚なカシスやベリーのアロマとバニラやチョコ、スパイスの香り。深みと奥行のある本格派の赤ワ
インです。エレガントな口当たりで、心地よいオーク香が広がる一歩秀でたバリューカベルネです。

G 651 アイアンストーン・ウィ゙ンヤーズストーン・ウァ゙レー　レッド・ブレンド　’１８
アメリカ
カリフォルニア

￥1,100
［￥1,000］ 赤 ジンファンデル、メルロ

ー、プティット・シラー H-0 14.5％ 750㎖ 豊かな果実味を持ち、ハーブやスパイスの風味が心地よいカリフォルニア産赤ワイン。丸みの
あるジューシーな果実味は、ボリュームのある肉料理によく合います。濃厚濃密な1本です。

652 アイアンストーン・ウィ゙ンヤーズアイアンストーン　プティ・シラー　’１７
アメリカ
カリフォルニア

￥1,628
［￥1,480］ 赤 プティット・シラー主体 H-0 13.5％ 750㎖ プティ・シラー主体の珍しい赤ワインです。新鮮なベリーやチョコレートのフレーバーが

シダの木やバニラ香と共に現れ優しく舌の上を滑ります。程良いタンニンが魅力です。

653 アイアンストーン・ウィ゙ンヤーズアイアンストーン　カベルネ・フラン　’１７
アメリカ
カリフォルニア

￥1,628
［￥1,480］ 赤 カベルネ・フラン主体 H-0 14.5％ 750㎖ 軽快なミディアムタイプのワインで、ブラックチェリーを想わせる甘い果実風味が特徴

です。タンニンも程よく、口当たりも滑らかで心地良い余韻が楽しめる赤ワインです。

654 デリカート・ファミリー・ウィ゙ンヤーズナーリー・ヘッド　カベルネ・ソーウィ゙ニヨン　’１８
アメリカ
カリフォルニア

￥1,672
［￥1,520］ 赤 カベルネ・ソーヴィニヨン 主体、

メルロー、プティット・シラー、他 H-3 13.5％ 750㎖ パワフルなカベルネです。ブラックチェリーやベリー、黒コショウ、スミレ等複雑なアロ
マを持ちます。熟した果実味と骨太なタンニンを持つ飲み応え十分な赤ワインです。

655 デリカート・ファミリー・ウィ゙ンヤーズナーリー・ヘッド　１９２４　ダブル・ブラック　’１７
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

ロー、ルビーレッド、シラー H-3 15.0％ 750㎖ 1924年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。

デリカート・ファミリー・ウィ゙ンヤーズ　ナーリー・ヘッド
１９２４　バーボン　Ｄブラック　カベルネ　’１７

アメリカ
カリフォルニア

￥2,112
［￥1,920］ 赤 カベルネ・

ソーヴィニヨン H-3 15.0％ 750㎖ 1924年よりぶどう畑を開墾したデリカートによる禁酒法時代に造られたワインへのオマージュシ
リーズです。バーボン樽で熟成された濃厚なカベルネ・ソーヴィニヨンの魅力あふれる1本です。

657 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・ウァ゙レー　レッド　’１７

アメリカ
カリフォルニア

￥2,904
［￥2,640］ 赤 ジンファンデル 、カベルネ・ソーヴィニヨ

ン 、メルロー 、シラー 、プティット・シラー H-3 13.0％ 750㎖ 赤系果実が溢れんばかりに広がり、ブラックチェリーやワイルドベリー、リコリス等も層を成しま
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セクシーなフィニッシュが特徴です。

658 フィオール・ディ・ソル　フォー・スターナパ・ウァ゙レー　カベルネ・ソーウィ゙ニヨン　’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-3 13.9％ 750㎖ 黒カシスやダークベリー、ザクロや樽由来のアロマが広がります。リッチなブラックベリー
やバニラの風味を持ちます。瑞 し々いタンニンは上品で長い余韻を優雅に演出します。

659 アイアンストーン・ウィ゙ンヤーズ　ジンファンデル
ルース・ウィ゙ンヤード　オールド　ウァ゙イン　リザーウ　 ’゙１７

アメリカ
カリフォルニア

￥3,520
［￥3,200］ 赤 ジンファンデル H-3 14.5％ 750㎖ 樹齢100年を超える古木から産まれる究極のジンファンデルです。薔薇を想わせるアロマ

と共に熟したブラックベリー、チョコレート香が広がり他にはない独特の味わいを持ちます。

660 スターレーン　ウィ゙ンヤード　カベルネ・ソーウィ゙ニヨン　
ハッピー・キャニオン・オブ・サンタ・バーバラ　’１６

アメリカ
カリフォルニア

￥7,040
［￥6,400］ 赤 カベルネ・ソーヴィニヨン、プティ・ヴェル

ド、メルロ、マルベック、カベルネ・フラン H-2 14.4％ 750㎖ 見事なバランス感と複雑味です。ブラックベリーやワイルドベリーのようなアロマとピリッとしたハー
ブ香が幾層にも広がります。しなやかでありながら骨格の座ったワインは知的かつ官能的です。
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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。
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フランス・イタリア・チリ・日本から　
こだわり生産者特集
［ヴァンパッシオン］

イタリア周遊 この季節に飲みたい
デイリーワイン特集 ［日欧商事］

スロバキア代表品種と
固有種の魅力を感じるワイン特集
［マイティワイン］

スロバキア代表品種と
固有種の魅力を感じるワイン特集
［マイティワイン］

ぶどう品種の個性が光るワインと
人気のピノ・ノワール品種飲み比べ特集
［日本酒類販売］

スペインＣＡＶＡ・ブルガリア・
アルゼンチンから美味なるワイン特集
［三菱食品］

南アフリカ産低アルコール（８．５％）ワインと
チリの有機栽培ワイナリー“エミリアーナ・ヴィンヤーズ”特集
［ワイン・イン・スタイル］

“伝統のワイン大国”ピエモンテから
シチリアまで、オール・イタリアワイン特集
［モンテ物産］

試して実感！驚きの高品質！
人気のポルトガルワイン特集
［ポルトガル・トレード］

ソムリエが選ぶ世界の
高コストパフォーマンスワイン特集
［オーバーシーズ］

ヨーロッパ周遊！
グッドバリューワイン特集　
［三国ワイン］

日本の銘醸地、フルーツ王国・山形から
バラエティ豊かなワイン特集　
［山形：高畠ワイナリー］

“王道ワイン”から“こだわりワイン”まで
飲み比べ！世界各国の高コストパフォーマンス
ワイン特集 ［国分］

大人気の甘口ワインから
本格派ワイン＆注目の新着ワイン特集
［山形：朝日町ワイン＆宮崎：都農ワイン］

大人気の甘口ワインから
本格派ワイン＆注目の新着ワイン特集
［山形：朝日町ワイン＆宮崎：都農ワイン］

日本の名産地より珠玉のワインが大集合！
春のおすすめワイン特集
［岩手：エーデルワイン ＆ 山梨：まるき葡萄酒］

イタリア・スペインの魅力！
おすすめヨーロッパワイン特集
［モトックス］

創業130年。日本のワインぶどうの父
「川上 善兵衛」のオリジナル品種特集
［新潟：岩の原ワイン］

ヨーロッパ、オセアニアから
お買得ワイン特集
［GRN］

ホームパーティにおすすめ！
フランスワイン特集
［三陽物産］

大ワイン祭インポーター
売れ筋ワイン特集
［三国ワイン］

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］

イタリアの濃い旨ワイン特集
［モトックス］

京都・丹波の食とともにあり続ける
ワイン特集［京都：丹波ワイン］

甘口から辛口まで
ドイツのこだわり生産者特集
［稲葉］

Japan Women's Wine Awards　
2020“SAKURA”受賞ワイン特集
Japan Women's Wine Awards　
2020“SAKURA”受賞ワイン特集

Japan Women's Wine Awards 2020
“SAKURA”受賞＆王道vs新進気鋭　
世界の注目ワイン特集［飯田］

Japan Women's Wine Awards　
2020“SAKURA”受賞ワイン＆
季節のおすすめワイン特集［エノテカ］

パーカーポイント
高得点シリーズワイン特集
［ミレジム］

南イタリアを中心とした
果実味豊かでワクワクするワイン特集
［メモス］

Japan Women's Wine Awards
2020"SAKURA″受賞ワイン＆
多彩な欧州ワイン特集［徳岡］

Japan Women's Wine Awards 2020
“SAKURA”受賞＆世界の濃旨ワイン特集
［ファインズ］

日本の風土で育まれた
食卓に寄り添うワイン特集
［サントリーワインインターナショナル］

各ブース紹介

Ｎｅｗ Ｗａｖｅ再来！
南アフリカワイン特集
［マスダ］

33 アメリカ･チリの濃い旨ワイン特集
［モトックス］

“SAKURA”受賞ワインが含まれています。
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