
ワイン 商品リスト

商品のお届けは順次発送となります。お届け日のご指定は、ご注文から2週間後以降となります。

◎このリストの商品は「阪神オンラインショッピング」でのみお申込みいただけます。価格も、「阪神オンラインショッピング」専用価格です。
◎1階：リカーワールドおよび8階催場では、お申込みいただけません。
◎各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550銘柄が大集合!

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

承り期間：10月14日（水）ー〉11月1日（日）全国どこでも送料330円

阪神オンライン大ワイン祭 オンラインショッピング限定

パソコンから 阪神オンラインショッピング スマートフォンから



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

（味わいマトリックス）
※赤ワイン

深みがあって豊かな味わい
Ｆ－３Ｆ－１Ｈ－１ H－３

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

※白ワイン
飲み応えのある味わい
Ｂ－３Ｂ－１Ｄ－１Ｄ－３

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

ブース�　Japan Women's Wine Awards “SAKURA” ゴールド以上の受賞歴をもつワイン特集
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 メモ タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

DG 1 テッレ・ベンティヴォーリオ
シャルドネ・スプマンテ メトド・クラッシコ　NV

イタリア
ロンバルディア

￥2,167
［￥1,970］ 白・発泡 シャルドネ D-0 12.0% 750㎖ シャルドネ100％を贅沢に使用した、リッチなコク旨スパークリングワインです。

DG 2 ビッグ・ピンク・ビースト　’17 フランス
ラングドック・ルーション

￥1,188
［￥1,080］ ロゼ グルナッシュ C-0 12.5% 750㎖ 淡いサーモンピンク色が食卓を華やかに演出！プロヴァンススタイルの辛口ロゼ

ワインです。

DG 3 コッレツィオーネ
プリミティーヴォ・ディ・マンドゥーリア　’18

イタリア
プーリア

￥1,474
［￥1,340］ 赤 プリミティーヴォ H-0 14.5% 750㎖ ビターチョコレートのような凝縮感溢れる果実味が楽しめる飲みごたえのある赤

ワインです。

DG 4 チェヴィコ　グランディ・コルディス
マルヴァジア ドルチェ フリッツアンテ　NV

イタリア
エミリア・ロマーニャ

￥1,177
［￥1,070］ 白・微発泡 マルヴァジア A-0 7.0% 750㎖ 華やかなアロマと心地よい甘みが特徴の白の微発泡ワインです。エレガントでアロ

マティックな余韻。ワイン単体でも、前菜やデザートと合わせても楽しめます。

DG 5 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

￥1,430
［￥1,300］ ロゼ・発泡 ピノ・ノワール C-0 11.5% 750㎖ フレッシュかつ辛口で、赤い果実を連想させるみずみずしい味わいです。デザー

トやアジアンフードとの相性抜群です。

DG◎ 6 ヴーヴ・アンバル
クレマン・ド・ブルゴーニュ マリー・アンバル NV

フランス
ブルゴーニュ

￥4,048
［￥3,680］ 白・発泡 シャルドネ、ピノ・ノワール D-2 12.0% 750㎖ クリーミーな泡立ち。瓶内3年熟成による、複雑でボリューム感あるしっかりとし

た味わいです。

DG 7 サマーハウス
マールボロ ソーヴィニヨン・ブラン　’19

ニュージーランド
マールボロ

￥2,035
［￥1,850］ 白 ソーヴィニヨン・ブラン C-0 13.0% 750㎖ 低温発酵したことで生まれる、華やかな果実の香りが印象的。ほのかな酸味が

全体を引き締め、フレッシュでありながら濃厚な味わいです。

DG◎ 8 マッセリア・ボルゴ・デイ・トゥルッリ
サリーチェ・サレンティーノ　’18

イタリア
プーリア

￥1,177
［￥1,070］ 赤 ネグロアマーロ、

マルヴァジア・ネーラ H-3 13.5% 750㎖ 濃厚！複雑！長い余韻！完熟果実のボリュームに、樽熟由来の複雑さが特徴的。
力強いストラクチャーと、長い余韻を楽しめます。

DG 9 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

￥2,563
［￥2,330］ 赤 ピノ・ノワール G-0 13.5% 750㎖ 滑らかな口当たりで厚みのある仕上がり。ハーブのニュアンスがワインをきれい

にまとめています。

G 10 クネ　アラーノ オーガニック テンプラニーリョ　’16 スペイン ￥1,144
［￥1,040］ 赤 テンプラニーリョ G-0 13.0% 750㎖ 厳選されたオーガニックのぶどうを使用した本格派ワインです。爽やかな酸味を伴っ

た果実味とジューシーで柔らかなタンニンが心地よい味わいです。

G 11 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

￥2,046
［￥1,860］ 赤 タナ、カベルネ・ソーヴィ

ニヨン、カベルネ・フラン H-3 13.5% 750㎖ 伝統品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 12 ベラ　ロブレ　’18 スペイン
リベラ・デル・ドゥエロ

￥2,464
［￥2,240］ 赤 テンプラニーリョ G-2 14.0% 750㎖ 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感を示し、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。

G 13 ドメーヌ・アラン・ブリュモンシャトー・ブースカッセ　’15
フランス
南西地方

￥2,926
［￥2,660］ 赤 タナ、カベルネ・フラン、

カベルネ・ソーヴィニヨン H-3 13.5% 750㎖ 伝統品種タナの非常に濃厚でエレガントなスタイル。ジューシーな凝縮感あるカ
シスやいちごジャムのニュアンスです。

G 14 パスクア
ヴィッラ・ボルゲッティ　ソアーヴェ・クラシコ　’18

イタリア
ヴェネト州

￥1,639
［￥1,490］ 白 ガルガネガ、トレッビアーノ・ 

ディ・ソアーヴェ、シャルドネ D-2 13.0% 750㎖ 淡い色合いで、レモンや柑橘系フルーツの繊細な香りや、桃、アプリコットの風
味も感じられます。上品な味わいの余韻も長く続きます。

DG◎ 15 チェッキヴェルナッチャ・ディ・サンジミニャーノ　’18
イタリア
トスカーナ州

￥1,892
［￥1,720］ 白 ヴェルナッチャ C-3 12.5% 750㎖ イタリア全土で人気のトスカーナを代表する白ワインです。優雅な香りに引き締

まった酸をともなったクリーンな味わい。

DG 16 ＫＷＶ　メントーズ　カンヴァス　’16
南アフリカ共和国
コースタル・リージョン

￥3,344
［￥3,040］ 赤 シラーズ、グルナッシュ・ノワール、

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

G 17 KWV
ケープ・ルージュ　 NV

南アフリカ共和国
西ケープ

￥814
［￥740］ 赤 カベルネ・ソーヴィニヨン、シラ

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

G 18 KWV
カセドラル・セラー　カベルネ・ソーヴィニヨン　’17

南アフリカ共和国
西ケープ

￥2,145
［￥1,950］ 白 カベルネ・ソー

ヴィニヨン H-0 14.0% 750㎖ 口あたりはリッチで滑らか、甘い果実味が前面に出ています。柔らかいタンニン
は緻密に構成されており長く心地よいフィニッシュのワインに仕上がりました。

G 19 KWV
クラシック・コレクション　シャルドネ　’18

南アフリカ共和国
西ケープ

￥1,254
［￥1,140］ 白 シャルドネ D-1 13.0% 750㎖ 淡い黄金色、トロピカルフルーツを想わせる豊かな香りが際だち、ふくよかな口

当たりが印象的でボリューム感のある味わいとなっています。

G 20 シャルル・ド・フェールトラディション・ブリュット　　NV フランス
￥2,112
［￥1,920］ 白・発泡 シャルドネ D-2 12.0% 750㎖ 瓶内2次発酵という伝統的なスタイルで造られ、滑らかで優雅な口当たり、広が

る心地よい酸味とデリケートなアフターテイストが広がります。

“SAKURA”受賞　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



承り期間：１０月１４日（水）　11月1日（日）リストの全商品は『阪神オンラインショッピング』からお申し込みいただけます。

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

ブース�　（ベリータ）フランスワインラバーズに捧げる一押しワイン特集
はブースのオススメ商品です
注文
NO 商品名 地域 特別価格 メモ タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

21 シャトー・デュドン・キュヴェ・ジャン・バプティスト
プルミエール・コート・ド・ボルドー　’00

フランス
ボルドー

￥4,114
［￥3,740］ 赤 メルロ、カベルネ・ソーヴィ

ニヨン、カベルネ・フラン H-1 12.5% 750㎖ サンジュリアン村のメドック格付第2級シャトーの「シャトー・グリュオー・ラロー
ズ」のオーナー、メルロー氏が所有するプティ・シャトーです。

22 メゾン・アンテック・ブランケット・ド・リムー
グラン・レゼルヴ ブリュットNV

フランス
南西地方

￥2,057
［￥1,870］ 白・発泡 モーザック、シュナン・ブラン C-1 12.5% 750㎖ スパークリングワインの生産に特化した、６世代続く家族経営ワイナリー。１８カ

月熟成されており、生き生きとして丸みがあり、フルーティなワインです。

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

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

そして完熟果肉とバターのような芳醇な旨みが渾然一体となって口のなかを占領します。

24 ルールマン・ディランジェ・リースリング
グラン・クリュ　フランクスタイン　’17

フランス
アルザス

￥3,597
［￥3,270］ 白 リースリング C-2 13.0% 750㎖ 輝きがあり比較的淡い色調。アロマにはミネラルやハーブ、バラやユリ等花の香りに、夏の晴

れた空の下で漂う芝生や土の香りの様な『ほっと落ち着く』癒しのニュアンスが感じられます。

25 ドメーヌ・ポワロン・ダバン・ミュスカデセーブル・エ・メーヌ  シュル・リー　’18
フランス
ロワール

￥2,057
［￥1,870］ 白 ミュスカデ C-2 12.5% 750㎖ 樹齢は平均８０年のぶどうを使用しています。収穫は畑の区画ごとにされ、アッサンブラージュされます。

熟成は特注のガラスでコーティングされたタンクを用い、独自のシュール・リー方で長期間熟成されます。

26 ドメーヌ・パンシオ・ショレイ・レ・ボーヌ
ブラン　’17

フランス
ブルゴーニュ

￥4,114
［￥3,740］ 白 シャルドネ C-2 13.0% 750㎖ グリーンがかった明るいイエローの色調。香りは洋ナシや白桃等の果実香に、マロラク

ティック醗酵（MLF）によるヨーグルトのような香り、ほんのりバニラの香りも加わります。

27 ドメーヌ・コルディエ・ブルゴーニュブラン　ジャン・ド・ラ・ヴィーニュ　’17
フランス
ブルゴーニュ

￥3,080
［￥2,800］ 白 シャルドネ D-1 13.0% 750㎖ 上品でリッチなワインです。このクラスとしては非常に高いポテンシャルを持つコ

ストパフォーマンスに優れています。

28 ドメーヌ・コルディエプイィ・フュイッセ　Ｖ．Ｖ　’18
フランス
ブルゴーニュ

￥5,137
［￥4,670］ 白 シャルドネ D-1 13.5% 750㎖ 平均樹齢60年を超えるぶどうから造られるヴィエイユ・ヴィーニュ。上品なオーク

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

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

フランス
コスティエール・ド・ニーム

￥1,540
［￥1,400］ 白 グルナッシュ・ブラン D-1 13.0% 750㎖ 太陽光線を浴びた超完熟白ぶどうによる蜂蜜のような黄金色に輝いているワイ

ンです。

30 ドメーヌ・サン・フランソワブルゴーニュ　ピノ・ノワール　’18
フランス
ブルゴーニュ

￥3,080
［￥2,800］ 赤 ピノ・ノワール F-2 13.5% 750㎖ ピンクがかった明るいルビーの色調。香りはラズベリーのような赤い果実の香り、ほんのり木樽に

よるバニラの香りも感じられます。果実味がやわらかで、フレッシュで心地良い酸味が広がります。

31 ドメーヌ・パンシオ・ショレイレ・ボーヌ・ルージュ’18
フランス
ブルゴーニュ

￥4,114
［￥3,740］ 赤 ピノ・ノワール F-2 13.0% 750㎖ 赤系果実のチャーミングな香りが広がり、適度なタンニンが心地良いしなやかでエレ

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

32 シャトー・コン・ド・ラ・イエ・カスティヨン
コート・ド・ボルドー　’09

フランス
ボルドー

￥2,574
［￥2,340］ 赤 メルロ、カベルネ・

ソーヴィニヨン H-1 13.0% 750㎖ オレンジ帯びた濃いガーネット色。完熟のフランボワーズ、そして奥からオレンジの香り、ドライフラ
ワー、様々なハーブの香りに優しい樽由来のヴァニラ香などが幾重にも重なり香りがほどけます。

33 シャトー・レ・トゥール・ドペイラ ヴェイユ・ヴィーニュ　’14
フランス
ボルドー

￥2,574
［￥2,340］ 赤 メルロ、

マルベック H-1 13.0% 750㎖ 黒に近い色調を帯び、たくさんの赤い実の果実と木を焙煎した香りが見事な質の高さで
融合し、燻した木の香りを漂わせながら素晴らしくバランスのとれた骨格を表現しています。

34 シャトー・テール・ブランク・ノエミブライ
コート・ド・ボルドー　’12

フランス
ボルドー

￥3,597
［￥3,270］ 赤 メルロ、カベルネ・

ソーヴィニヨン H-1 13.5% 750㎖ このシャトーは右岸ですがカベルネに力を入れ、しっかりとした酸味やタンニンが骨格を成し、非常に
肉厚でしっかりとした味わいで、豊かな香りとしっかりとした渋みと深みのバランス感を楽しめます。

35 ドメーヌ・リシャール・マニエル・ブルゴーニュ・ルージュ　’17
フランス
ブルゴーニュ

￥5,137
［￥4,670］ 赤 ピノ・ノワール F-2 13.0% 750㎖ 樹齢約45年のぶどうでヴォーヌ・ロマネとニュイ・サン・ジョルジュの村にある4つの区画

をブレンドしています。チェリーやカラント、ラズベリーなど粒の小さな果実のアロマがします。

36 シャトー・タイヤックキュベ・ニコラ　マルゴー　’16
フランス
ボルドー

￥5,137
［￥4,670］ 赤 メルロ、カベルネ・

ソーヴィニヨン H-1 13.0% 750㎖ 樹齢25年のぶどうで熟成は35％新樽使用で、12カ月間しています。2003年新クリュ・ブルジョワ
階級付けで、クリュ・ブルジョワ階級に格付けされ、現在は二コラポルテ家が所有するシャトーです。

37 ステファーン＆フランスワズディエフ・クロ・マヌ・メドック　’16
フランス
ボルドー

￥6,677
［￥6,070］ 赤 メルロ、カベルネ・

ソーヴィニヨン H-1 13.0% 750㎖ 愛好家から好評価を得たことから、世界中がこのワインを求め、10年前に忽然
と姿を消しましたが、今回秘蔵のワインをお届けいたします。

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

フランス
コスティエール・ド・ニーム

￥1,540
［￥1,400］ 赤 シラー、

グルナッシュ H-3 12.5% 750㎖ 南ローヌ地方の偉大なる、強い南部の太陽を浴びたぶどうは驚くほどその完熟度
を増していて、まるでチェリーパイや熟苺ジャムのような濃縮果汁感があります。

39 ドメーヌ・サン・ピエール・ヴァケラス　’15
フランス
ローヌ

￥3,597
［￥3,270］ 赤 シラー、

グルナッシュ H-3 14.0% 750㎖ 錚々たる評価を得るローヌの革新者。ヴァケラスらしいハーブの風味が特徴。
赤系果実の豪華で甘やかなアロマ、旨味がじんわりと広がります。

40 シャトー・オーゾル・コルビエール　’14
フランス
ラングドック

￥2,574
［￥2,340］ 赤 シラー、

グルナッシュ H-3 13.5% 750㎖ オレンジピール、チョコレート、クローヴ、なめし皮など非常に複雑で豊かな香りが
あり、野性味のある力強さを感じます。



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

ブース�　（GRN）ヨーロッパ、オセアニアのコスパ重視のお値打ちワイン特集
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 メモ タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

41 カンティーネ　デルレ　ブリュット　NV
イタリア
エミリア・ロマーニャ州

￥1,210
［￥1,100］ 白・発泡トレッビアーノ C-3 11.0% 750㎖ シャンパーニュ並の泡立ちの強さがあるキリッと辛口の爽快感のあるスパークリ

ングワイン。どんなお料理にも合わせやすい味わいです。

42 ポール・シャンブラン　
ロゼ　　NV

フランス
ブルゴーニュ

￥1,485
［￥1,350］ ロゼ・発泡 テンプラリーニョ E-0 11.0% 750㎖ 創業はシャルマ方を発明した老舗ワインメーカーです。赤果実のフレッシュなア

ロマが特徴的なロゼスパークリングです。

43 マスターピース　スパークリング　シラーズ　NV
オーストラリア
ヴィクトリア州

￥1,826
［￥1,660］ 赤・発泡 シラー H-2 12.5% 750㎖ 珍しい赤のスパークリング。深みのあるルビー色でシラー主体でボリューム感の

ある果実味とスパイシーなニュアンスが特徴。

44 ラ・サングリア　ブランコ　NV スペイン
ラ・マンチャ州

￥990
［￥900］ 白 アイレン A-1 7.0% 750㎖ 白ワインに有機栽培のオレンジ、レモン、シナモンを漬込んだオーガニック・サン

グリア。フレッシュでスッキリとした甘口のワインです。

45 ラ・サングリア　NV スペイン
ラ・マンチャ州

￥990
［￥900］ 赤 テンプラリーニョ E-3 7.0% 750㎖ 赤ワインに有機栽培のオレンジ、レモン、シナモンを漬込んだオーガニック・サン

グリア。フレッシュでスッキリとした甘口の味わいです。

46 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㎖ 柑橘系フルーツと華やかなお花の香り。フレッシュでジューシーなアタック。リー

スリングらしいまっすぐに伸びる酸と心地よいほのかな甘みが感じられます。

47 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

￥1,265
［￥1,150］ 白 ソーヴィニヨン・ブラン C-3 12.5% 375㎖ 清涼感溢れる柑橘系フルーツの香りに青 し々いハーブのニュアンス、透明感の

ある果実味に辛口で爽やかな酸味が特徴です。余韻も長く感じられます。

48 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㎖ 清涼感溢れる柑橘系フルーツの香りに青 し々いハーブのニュアンス、透明感の

ある果実味に辛口で爽やかな酸味が特徴です。余韻も長く感じられます。

49 アミスフィールド　ソーヴィニョン・ブラン　’18
ニュージーランド
セントラル・オタゴ

￥3,597
［￥3,270］ 白 ソーヴィニヨン・ブラン C-3 14.0% 750㎖ パッションフルーツと上品なヴァニラなどの複雑な香り。口当たりがクリーミーで

しっかりとした酸味とミネラル感が余韻に続きます。

50 ワインメーカーズ・ノート　シャルドネ　’19
オーストラリア
ヴィクトリア州

￥1,320
［￥1,200］ 白 シャルドネ D-3 13.0% 750㎖ 白桃やアプリコット、蜂蜜を想わせる香りがし、フレッシュ＆フルーティでバランス

が絶妙です。

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

￥1,793
［￥1,630］ 白 シャルドネ D-3 13.5% 750㎖ 樽熟成による凝縮感と深みのある香り。満足感の高い豊潤でクリーミーな味わ

いです。

52 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-1 12.5% 375㎖ 赤果実にバラのようなフローラルな香り。軽やかな口当たり、滑らかな舌触りで

冷やしても美味しく飲める赤ワインです。

53 ストラタム　ピノ・ノワール　’19 ニュージーランドワイパラ
￥2,365
［￥2,150］ 赤 ピノ・ノワール E-1 12.5% 750㎖ 赤果実にバラのようなフローラルな香り。軽やかな口当たり、滑らかな舌触りで

冷やしても美味しく飲める赤ワインです。

54 ワインメーカーズ・ノート　カベルネ・ソーヴィニヨン　’19
オーストラリア
ヴィクトリア州

￥1,320
［￥1,200］ 赤 カベルネ・ソー

ヴィニヨン H-2 14.0% 750㎖ ブラックベリーの香り、充実した果実味が特徴的です。マイルドな渋味でバラン
スの良い赤ワインです。

55 ワインメーカーズ・ノート　レゼルヴ　
カベルネ・ソーヴィニヨン　’19

オーストラリア
ヴィクトリア州

￥1,793
［￥1,630］ 赤 カベルネ・ソー

ヴィニヨン H-3 14.0% 750㎖ ブラックベリーに樽由来の香りが混じり非常に複雑な味わいです。豊潤でしっかり
とした渋味を持つ赤ワインです。

56 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 メルロー H-3 13.5% 750㎖ ボルドー最高峰CHル・パンの古樽にて熟成した秘蔵ボルドー。高級感のある

香りに滑らかな口当たりでメルローの魅力を十分に感じられるワインです。

57 ディスカバリー　
カベルネ・ソーヴィニヨン　’17

オーストラリア
マーガレット・リヴァー

￥2,673
［￥2,430］ 赤 カベルネ・ソー

ヴィニヨン H-3 14.0% 750㎖ 2018 アジア・オセアニア最優秀ソムリエ「岩田 渉」氏セレクションワインです。
ジューシーな果実味とシルキーなタンニンで親しみやすいボルドー・スタイルです。

58 ツー・イン・ザ・ブッシュ　シラーズ　’18
オーストラリア
南オーストラリア州

￥2,673
［￥2,430］ 赤 シラー H-3 14.5% 750㎖ オーストラリアらしい重厚感のあるワインです。ジャムのような熟したベリー系の

香り、スパイシーな果実味にしっかりとした酸味が感じられます。

59 サイドウッド　シラーズ　’16 オーストラリア
南オーストラリア州

￥3,080
［￥2,800］ 赤 シラー H-3 14.5% 750㎖ フランス・ローヌ地方を想わせるエレガントな赤ワインです。華やかな香りに、ダ

ークチョコレートのようなリッチでシルキーなタンニンが特徴です。

60 カレスキー バックボード　デュリフ　’18
オーストラリア
南オーストラリア州

￥3,905
［￥3,550］ 赤 プティ・シラー H-3 15.0% 750㎖ パワフルなアタックに濃厚な果実味、光を通さない程の黒紫色。樹齢が古い

為、力強さの中に奥深さも感じられます。プティ・シラー100％使用しています。



承り期間：１０月１４日（水）　11月1日（日）リストの全商品は『阪神オンラインショッピング』からお申し込みいただけます。

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

ブース�　（日本酒類販売）ぶどうの個性にクローズアップ！ 人気のピノ・ノワールと他品種飲み比べ特集
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 メモ タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

61 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

￥968
［￥880］ 白・微発泡 マスカット・ゴルド・ブランコ A-2 6.0％ 750㎖ 低アルコールと微発泡が、爽やかでフレッシュな味わいを作り出し、甘口の味わ

いで様々なシチュエーションでお楽しみいただけます。

62 ディスティレリア　ボッテガ
アカデミア　モスカート　NV

イタリア
ヴェネト

￥1,408
［￥1,280］ 白・発泡 モスカート・ジャッロ A-3 6.5％ 750㎖ 蜂蜜を思わせる爽やかな甘みと、酸味、ミネラル感の絶妙なバランスです。オレ

ンジの花、セージを思わせる爽やかなアフターテイストを感じます。

63 ミクロクリマモンテソーレ ファランギーナ　’18
イタリア
カンパーニャ

￥1,364
［￥1,240］ 白 ファランギーナ D-2 11.5％ 750㎖ トロピカルフルーツ、洋ナシ、白メロンの香りです。上質なミネラル感のあるフレッ

シュな白ワインです。

64 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　ソーヴィニヨン・ブラン　’19

ニュージーランド
マールボロ

￥2,200
［￥2,000］ 白 ソーヴィニヨン・ブラン C-1 13.0％ 750㎖ ニュージーランドの冷涼な気候の中で栽培され、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。

65 シュフマンシュフマン　ルカツィテリ　’18
ジョージア
カヘッティ

￥1,562
［￥1,420］ 白 ルカツィテリ C-2 13.0％ 750㎖ ルカツィテリはジョージア発祥の地で最古の品種として認識されています。リン

ゴやアプリコット、桃の香りとやわらかな酸が特徴的なワインです。

66 シャプティエマリウス　ヴィオニエ　’19
フランス
ラングドック・ルーション

￥1,848
［￥1,680］ 白 ヴィオニエ D-3 14.0％ 750㎖ 洋ナシや桃、白いバラのような花の香りを連想させます。口当たりが良く、香りが高

く、ふくよかさも兼ね揃えているため、食前から食中、ワイン単体でも楽しめます。

67 ノシオ社メッツァコロナ　プレステージ　ピノ・グリージョ　’19
イタリア
トレンティーノ・アルト・アディジェ

￥1,177
［￥1,070］ 白 ピノ・グリージョ C-2 12.5％ 750㎖ アロマティックな香りと、爽快感のあるスッキリとした味わいでグリーンアップル、

ミネラル、蜂蜜を思わせる豊かな香りがあります。食中酒として最適です。

68 ミクロクリマモンテソーレ タウラージ　’11
イタリア
カンパーニャ

￥3,234
［￥2,940］ 赤 アリアニコ H-1 13.5％ 750㎖ 滑らかなタンニン、調和がとれたフルボディです。熟したプラム、スパイス系の香

りがあります。アリアニコらしいしっかりとした果実味とタンニンを感じられます。

69 コドルニウヴィニャ　ポマール　リゼルバ　’14
スペイン
リオハ

￥2,508
［￥2,280］ 赤 テンプラニーリョ H-3 14.0％ 750㎖ テンプラニーリョのぶどうの果実味がしっかり凝縮され、樽熟成と瓶内熟成を経たリオハの伝統

的スタイルの赤ワインです。パワフルながら、口当たりは滑らかで心地よい余韻を感じられます。

70 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

￥1,122
［￥1,020］ 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、スパイスの混じり合った香りが広がります。

71 ウィンガラ社ディーキン・エステート　ピノ・ノワール　’19
オーストラリア
ヴィクトリア

￥968
［￥880］ 赤 ピノ・ノワール E-2 14.0％ 750㎖ コスパの高いピノ・ノワールのワインです。ストロベリーやラズベリー系の果実

味溢れる香り、繊細さもありながらしっかりした味わいに仕上がっています。

72 ジャンクロードボワセ社　ジャン・クロード・ボワセ
ブルゴーニュ　ピノ・ノワール　’18

フランス
ブルゴーニュ

￥2,497
［￥2,270］ 赤 ピノ・ノワール H-0 13.0％ 750㎖ フレンチオークで16カ月熟成しています。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し外

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るワインです。

73 Ｅ＆Ｊガロ社ティズデイル　ピノ・ノワール　NV
アメリカ
カリフォルニア

￥968
［￥880］ 赤 ピノ・ノワール E-1 12.5％ 750㎖ ミディアムな飲み口で柔らかいタンニンがあり、微かにスパイスのニュアンスをお

楽しみいただけるピノ・ノワールです。

74 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

￥2,508
［￥2,280］ 赤 ピノ・ノワール E-0 13.5％ 750㎖ 熟したチェリーのアロマがあります。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。

75 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

￥1,122
［￥1,020］ 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色のワインです。フレッシュなチェリー、ラズベリーなど果実味が豊

かに広がるアロマです。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。

76 コドルニウ社ボデガス・ビルバイナス　エデラ　クリアンサ　’16
スペイン
リオハ

￥1,144
［￥1,040］ 赤 テンプラニーリョ G-2 13.5％ 750㎖ 調和のとれたガーネットチェリーとすみれ色のワインです。熟した果実とシナモンのアロ

マです。やさしい舌触りで程よい長さの余韻でクリアンサの特徴が良く表されています。

77 ペニャフロール　グループ社
サンタ・アナ　レゼルヴ　マルベック　　’18

アルゼンチン
メンドーサ

￥1,243
［￥1,130］ 赤 マルベック H-2 13.5％ 750㎖ 赤みがかった紫の色調です。プラムやブラックベリーの甘いアロマに、かすかにバニラ

香が心地よいです。ビロードのような舌触り、柔らかいタンニンと長い余韻が残ります。

78 カロリーナ・ワイン・ブランズ社ニンブス　カベルネ　ソーヴィニヨン　’17
チリ
セントラル・ヴァレー

￥1,925
［￥1,750］ 赤 カベルネ・ソー

ヴィニヨン H-3 14.0％ 750㎖ スグリや花々のソフトな香りが感じられます。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。

79 シュフマンシュフマン　サペラヴィ　’19
ジョージア
カヘッティ

￥1,628
［￥1,480］ 赤 サペラヴィ G-2 13.0％ 750㎖ ブルーベリー、ブラックチェリー、カシスのような香りです。高い酸としっかりしたタ

ンニン、フルボディです。熟成の可能性を十分に感じられます。

80 ペニャフロール　グループ社　サンタ・アナ
レゼルヴ　カベルネ・ソーヴィニヨン　’17

アルゼンチン
メンドーサ

￥1,342
［￥1,220］ 赤 カベルネ・ソー

ヴィニヨン H-1 13.5％ 750㎖ 口の中に含むとバランスの良さや成熟したタンニンの特質を感じられる、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。



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

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 メモ タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

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

￥1,485
［￥1,350］ 白 リースリング C-1 12.0% 750㎖ 急斜面の畑のリースリングを使用し天然酵母で醸造されるワインです。酸味の

おだやかなやわらかい果実味を感じられます。

82 カール・ファフマン ヴァイスブルグンダー
ビショッフスクロイツ・トロッケン　’19

ドイツ
ファルツ

￥1,705
［￥1,550］ 白 ヴァイスブルグンダ

ー（ピノ・ブラン） C-0 12.5% 750㎖ 2019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
者です。控えめな酸とやさしい果実味、パスタやサラダとの相性は抜群です。

83 カール・ファフマン　ゲヴュルツトラミナー
シルバーベルク・クーベーアー・トロッケン　’19

ドイツ
ファルツ

￥1,705
［￥1,550］ 白 ゲヴュルツトラミネル C-0 13.5% 750㎖ ２０１４年ドイツグルメ専門誌「ファインシュメッカー」でNo.1に選出された生産者です。

柑橘系の爽やかな酸と華やかな花の香りがとてもエレガントなワインです。

84 カール・ファフマン　ソーヴィニヨン・ブラン
ビショッフスクロイツ・トロッケン　’18

ドイツ
ファルツ

￥1,903
［￥1,730］ 白 ソーヴィニヨン・

ブラン D-0 12.0% 750㎖ ドイツではまだ珍しいソーヴィニヨン・ブランを使用しています。レモングラス、白
い花のアロマ、オレンジなど柑橘系の新鮮な果実味が感じられます。

85 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　’19

ドイツ
フランケン

￥2,002
［￥1,820］ 白 シルヴァーナー D-2 13.0% 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

です。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。

86 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です。ラズベリーやチェリーの香
り、やさしいアタックで、余韻に酸が調和します。

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

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

ら造られる芳醇でコクのある辛口のワインです。

88 プリンツ　ハルガルテナー・トラディション・トロッケン　’17
ドイツ
ラインガウ

￥2,794
［￥2,540］ 白 リースリング D-2 12.0% 750㎖ ラインガウを代表するトップ生産者です。樹齢の古いぶどうを使用し、しっかりと

ボリュームがありながら、バランスの良い酸が全体を引き締めています。

89 トーマス・バルテン　バルテン・リースリング　’19
ドイツ
モーゼル

￥1,485
［￥1,350］ 白 リースリング A-1 10.5% 750㎖ モーゼルの急斜面の畑で栽培されたリースリングを使用しています。フレッシュ

な酸とほんのり甘い果実味、余韻が爽やかでバランスのとれた味わいです。

90 ブルガマイスター・ヴェーバー　ディーンハイマーシュロス・ドルンフェルダー　’18
ドイツ
ラインヘッセン

￥1,595
［￥1,450］ 赤 ドルンフェルダー E-1 10.0% 750㎖ 冷して美味しい甘口の赤ワインです。ベリー系のアロマ、ジューシーでやさしい

甘さ、プラムを思わせるような熟した果実味があります。

91 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-1 10.5% 750㎖ ラインガウ地方の一流畑を所有する生産者です。やさしい甘みのあるフルーテ

ィな味わいが印象的です。

92 アーデルスエック　ブルク・ライヤー
シュロスカペレ・カビネット　’19

ドイツ
ナーエ

￥1,705
［￥1,550］ 白 ファーバーレーベ A-3 11.5% 750㎖ DLGドイツ農産物協会のおすすめ生産者です。地元で人気が高く生産量の80

％がドイツ国内で消費されており、フレッシュでクリーンな味わいが印象的です。

93 リンゲンフェルダー　リンゲンフェルダー
リースリング・バード・ラベル　’18

ドイツ
ファルツ

￥1,804
［￥1,640］ 白 リースリング A-0 11.5% 750㎖ ロバート・パーカーJr．が最高評価の５つ星を付ける生産者です。

フレッシュでほのかな甘みとコクがあるリースリングです。

94 マイアーラー　ケステナーリースリング・ファインヘルプ　’17
ドイツ
モーゼル

￥2,002
［￥1,820］ 白 リースリング B-0 10.5% 750㎖ 少しだけ貴腐のついたぶどうを使用。果実味と酸のバランスが素晴らしく、軽や

かで心地よい味わいです。

95 フリードリヒ・ヴィルヘルム・ギムナジウム
グラーハー・ドームプロブスト・カビネット　’08

ドイツ
モーゼル

￥2,200
［￥2,000］ 白 リースリング B-0 8.5% 750㎖ 生産者のセラーで10年以上熟成された飲み頃のリースリングです。複雑なアロ

マ、熟した果実と熟成した酸とミネラルのバランスがとれた味わいです。

96 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

ク家のワインです。繊細な味わいとミネラル感が印象的です。

97 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です。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。

98 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

￥2,585
［￥2,350］ 白 リースリング B-2 9.5% 750㎖ 「黄金の雫」と名付けられたピースポート村の最上畑のぶどうを使用していま

す。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。

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

￥2,992
［￥2,720］ 白 リースリング B-3 9.0% 750㎖ ハチミツやホワイトチョコレートのような深みのあるフレーバー、アプリコットなど熟

した果実の魅力的な甘みがしっかりと感じられるワインです。

100 ハインフリート・デクスハイマー　アルツァイヤー・ローテ
ンフェルス・ジーガレーベ・ベーレンアウスレーゼ　’18

ドイツ
ラインヘッセン

￥2,002
［￥1,820］ 白 ジーガーレーベ B-3 10.5% 375㎖ 貴腐のついたぶどうを粒選りにし造られるベーレンアウスレーゼです。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。



承り期間：１０月１４日（水）　11月1日（日）リストの全商品は『阪神オンラインショッピング』からお申し込みいただけます。

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

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 メモ タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

101 ヴィニエティ・デル・ヴルトゥーレピポリ・ビアンコ・グレーコ・フィアーノ　’19
イタリア
バジリカータ

￥1,595
［￥1,450］ 白 グレーコ、

フィアーノ C-2 12.5% 750㎖ 平均60年樹齢の南イタリアの固有品種で造られる、柑橘や白桃などの華やか
な香りと味わいが特徴のワイン。

102 ファルネーゼファンティーニ・スプマンテ・グラン・キュヴェ
イタリア
アブルッツォ

￥2,398
［￥2,180］ 白・発泡 ココッチオーラ C-2 12.0% 750㎖ アブルッツォ州の固有品種を使用したフルーティなスパークリングワインです。ト

ロピカルフルーツのような果実味とアロマが広がります。

103 ヴィニエティ・デル・ヴルトゥーレピポリ・アリアーニコ・デル・ヴルトゥーレ　’18
イタリア
バジリカータ

￥1,705
［￥1,550］ 赤 アリアーニコ H-2 13.5% 750㎖ ファルネーゼが手掛けるバジリカータのワインです。天然酵母で醸造、濃厚でパ

ワフルですが、飲みやすい味わいです。

テヌーテ・ロセッティ　ゴヴェルノ・アッルーゾ
トスカーノ　・ポッジョ・チヴェッタ　’17

イタリア
トスカーナ

￥2,299
［￥2,090］ 赤 サンジョヴェーゼ、メルロ、カベ

ルネ・ソーヴィニヨン、シラー H-2 13.5% 750㎖ 乾燥させたぶどうを使用する「ゴヴェルノ」と呼ばれる伝統的な製法で造られ、フ
ルボディでしなやかな味わいとなっております。

105 テヌーテ・ロセッティ　リンダ・ボルゲリ　’17
イタリア
トスカーナ

￥3,993
［￥3,630］ 赤 カベルネ・ソーヴィニヨ

ン、サンジョベーゼ、メルロ H-3 14.0% 750㎖ スーパータスカン誕生の地ボルゲリで、国際品種主体で造られたワインです。熟
した果実のエレガントなアロマに、樽によるバニラ香がうまく混ざり合っています。

106 ヴェレノージ　ラクリマ・ディ・モッロダルバ・スペリオーレ　’18
イタリア
マルケ

￥2,585
［￥2,350］ 赤 ラクリマ・ディ・

モッロ・ダルバ H-2 13.0% 750㎖ マルケの海沿いのエリアでしか育たない特別なぶどう品種です。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。

107 ヴェレノージ　ロッソ・ピチェーノスペリオーレ・ロッジョ・デル・フィラーレ　’16
イタリア
マルケ

￥4,488
［￥4,080］ 赤 モンテプルチャー

ノ、サンジョベーゼ H-3 14.0% 750㎖ イタリアワインガイド「ガンベロ・ロッソ」で12年連続最高評価のトレビッキエリを獲得したワ
インです。しっかりとした果実の深い味わいとエレガントな深みのある力強さを持っています。

108 ロベルト・サロットプーロ・シャルドネ　’19
イタリア
ピエモンテ

￥4,180
［￥3,800］ 白 シャルドネ D-0 14.0% 750㎖ イタリアワインガイド「ルカ・マローニ」で4年連続最高評価を獲得。凝縮された

濃厚な果実と新樽の甘い風味がバランスよく混ざり合っています。

109 ロベルト・サロット　エレーナ・バルベーラ・ダルバ・ラ・ルーナ　’17
イタリア
ピエモンテ

￥3,993
［￥3,630］ 赤 バルベーラ H-3 16.0% 750㎖ 特別に出来の良い年にしか造られないワインで、ウイスキーと同様の焼き加減

の樽で熟成されたリッチでなめらかな味わい。

110 シャトー・デ・ゼサールシャトー・デ・ゼサール・ブラン　’19
フランス
南西地方

￥1,298
［￥1,180］ 白 ソーヴィニヨン・

ブラン、セミヨン D-2 13.5% 750㎖ ボルドーに隣接するベルジュラックで圧倒的なコストパフォーマンスを誇るワイ
ン。印象的なハーブの香り、しっかりとした果実味と飲み応えがあります。

111 シャトー・デ・ゼサールレ・フラン　’17
フランス
南西地方

￥1,804
［￥1,640］ 赤 カベルネ・フラン H-2 14.5% 750㎖ 珍しいカベルネ・フラン100％のワインです。青っぽさを感じさせない濃厚な果

実味とエレガントなタンニンが感じられます。

112 マス・デ・ブレサド　コスティエール・ド・ニーム
ブラン・キュヴェ・トラディション　’18

フランス
ローヌ

￥1,705
［￥1,550］ 白 ルーサンヌ、グルナッシュ・ブ

ラン、マルサンヌ、ヴィオニエ D-2 13.5% 750㎖ ヒュー・ジョンソンの「ポケットワインブック」でこのエリアの主要な生産者として掲載
されました。フレッシュでありながら程よい厚みがあり、和食などにもおすすめです。

113 マス・デ・ブレサド　コスティエール・ド・ニーム
ルージュ・カンテサンス　’15

フランス
ローヌ

￥3,795
［￥3,450］ 赤 グルナッシュ、シラー、

ムールヴェードル H-3 15.0% 750㎖ シャトーヌフに似た土壌で栽培された樹齢の古いぶどうを使用した最上級ワイ
ンです。熟したベリーやハーブのアロマ、スパイスの風味が混ざります。

114 ヴァンサン・ジラルダン　ブルゴーニュ・ブラン・キュヴェ・サン・ヴァンサン　’17
フランス
ブルゴーニュ

￥2,992
［￥2,720］ 白 シャルドネ D-3 13.0% 750㎖ ムルソーやピュリニー等のシャルドネを使用した大変贅沢なブルゴーニュ・ブラ

ンです。フレッシュでありながら、しっかりとした厚みがあります。

115 ヴァンサン・ジラルダン　マランジュ・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

￥4,180
［￥3,800］ 赤 ピノ・ノワール H-1 13.0% 750㎖ ヴァンサン・ジラルダンが昔から手掛けるワインです。野生の赤い果実の香り、

ポマールのようなリッチなスタイルを求める方にオススメです。

116 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います。

117 ボデガス・アタラヤラ・アタラヤ・デル・カミーノ　’17
スペイン
アルマンサ

￥2,992
［￥2,720］ 赤 ガルナッチャ・ティン

トレラ、モナストレル H-3 15.0% 750㎖ 平均40年樹齢のぶどうを26hl/haまで厳しく制限して造られたワインです。素
晴らしい骨格と持続性があり、濃厚でバランスの取れた味わいです。

118 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滑らかな味わいがあります。

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

￥1,199
［￥1,090］ 赤 サンジョヴェーゼ G-2 14.0% 750㎖ 生産者の母国イタリアのルーツとなる品種として、チリでサンジョヴェーゼも造っていま

す。熟したチェリーやブルーベリーの風味、アフターのジューシーさは食事にも合います。

120 ビーニャ・ファレルニアシラー・グラン・レセルバ　’15
チリ
エルキヴァレー

￥2,090
［￥1,900］ 赤 シラー H-3 14.5% 750㎖ 収量を抑え、５０％をフレンチオークで熟成しています。エレガントで、ブラックペッ

パーを思わせる香りとやわらかいタンニンがあります。
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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

ブース�　（エーデルワイン・まるき葡萄酒ほか）珠玉のワインが大集合！ 国内各地の日本ワイン特集
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 メモ タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

121 エーデルワインいわてブラン　白　ＮＶ
日本
岩手県

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

122 エーデルワインかぐみ　赤　ＮＶ
日本
岩手県

￥1,276
［￥1,160］ 赤 メルロー、キャン

ベル G-0 12.0% 720㎖ メルロー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。

123 エーデルワイン夜空のカノン　赤　ＮＶ
日本
岩手県

￥1,441
［￥1,310］ 赤 山葡萄、キャン

ベル E-1 11.0% 720㎖ 山ぶどう特有な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。

124 エーデルワインコンツェルト　リッチ　赤　ＮＶ
日本
岩手県

￥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㎖ 果実香が豊かで程よ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。

125 エーデルワインシルバー　ケルナー　白　’18
日本
岩手県

￥2,090
［￥1,900］ 白 ケルナー D-2 11.0% 720㎖ 桃を感じさせるような甘い香りがあり、やわらかな酸味と果実味のバランスがと

れた白ワインです。

126 エーデルワイン五月長根葡萄園　白　’19
日本
岩手県

￥2,178
［￥1,980］ 白 リースリング・リオン D-0 11.5% 720㎖ 爽やかな酸味と品の良い林檎のような香りです。

127 エーデルワインシルバー　シャルドネ　白　’17
日本
岩手県

￥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。

128 エーデルワインシルバー　ズィーベン　赤　ＮＶ
日本
岩手県

￥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。

129 エーデルワインシルバー　ツヴァイゲルトレーベ　赤　’17
日本
岩手県

￥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があり、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。

130 エーデルワインシルバー　カベルネ・フラン　赤　’16
日本
岩手県

￥2,409
［￥2,190］ 赤 カベルネ・フラン H-1 12.5% 720㎖ ほのかな樽香と赤い果実を思わせる香りがあり、バランスがとれた優しい味わい

の赤ワインです。

131 まるき葡萄酒コリエドゥペルルブランムスー　’19
日本
山梨県

￥1,881
［￥1,710］ 白・発泡 甲州 C-1 12.0% 720㎖ 山梨県産甲州ぶどうを100%使用。爽やかな酸味とすっきりした口当たりが特

徴。古酒を７％程ブレンドしました。

132 まるき葡萄酒柚子ワイン　NV
日本
山梨県

￥1,397
［￥1,270］ 白 ゆず B-1 12.5% 720㎖ 山梨県産柚子を100%使用。柚子特有の爽やかで清涼感ある香りと果実味が感じら

れ、皮ごと仕込むことにより程よい苦みのバランスが良く、ホットワインにもおすすめです。

133 まるき葡萄酒まるきブラン　NV
日本
山梨県

￥1,309
［￥1,190］ 白 甲州、デラウェア D-0 12.5% 720㎖ 山梨県産ぶどう100％で仕込みました。甲州とデラウェアを独自にブレンドし、フ

レッシュな香りとすっきり感のあるカジュアルワインです。

134 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、

ポートランド他 A-0 12.5% 750㎖ 摘みたてのマスカットを頬ばったような瑞 し々く清涼感をともなう甘い香りが特徴
です。凛とした酸、上品なアロマが心地よい味わいです。

135 まるき葡萄酒いろ甲州　’19
日本
山梨県

￥1,881
［￥1,710］ 白 甲州 C-0 12.5% 750㎖ 甲州種の持つ100%ピュアな味わい。柚子やグレープフルーツの柑橘系を連想さ

せる綺麗な香りがします。穏やかな酸味と程よく厚みのある果実味が魅力的です。

136 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
山梨県

￥3,663
［￥3,330］ 白 甲州 B-2 13.0% 750㎖ 完熟ぶどうを長期熟成させたエレガントでリッチな至福の白ワインです。干しぶどうや

トロピカルフルーツ、カラメルや水飴を想わせる、まるでシェリーのような味わいです。

137 まるき葡萄酒巨峰にごり　’20
日本
山梨県

￥1,573
［￥1,430］ ロゼ 巨峰 A-3 8.0% 750㎖ もろみの美味しさが味わえる甘口ワインです。巨峰ならではの優美で芳醇なアロマが感

じられ、上質でピュアな果実味とほのかな渋みが特徴です。ロックでもお試しください。

138 ドメーヌ　レゾンメリメロ　ルージュ　’19
日本
北海道

￥1,628
［￥1,480］ 赤 マスカット・ベー

リーA他 G-0 12.5% 750㎖ ラズベリーやいちごを思わせるチャーミングなアロマがします。軽快な甘み、口の
中で広がる果実味が飲み飽きしない赤ワインです。

139 まるき葡萄酒いろベーリーA　’19
日本
山梨県

￥1,881
［￥1,710］ 赤 マスカット・ベー

リーA E-0 12.5% 750㎖ 厳選されたマスカット・ベーリーAを使用しています。豊かな果実味と柔らかさを強
調。木苺を連想させる香り、軽やかなタンニンとバランスのとれた優しい味わいです。

140 浜田フォコン樽熟メルロー　’18
日本
山形県

￥1,881
［￥1,710］ 赤 メルロ H-0 12.5% 750㎖ 山形県産メルロ100％使用。ほのかに漂う樽香と柔らかなタンニンが調和した

まろやかな赤ワインです。



承り期間：１０月１４日（水）　11月1日（日）リストの全商品は『阪神オンラインショッピング』からお申し込みいただけます。

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

ブース�　（朝日町ワイン・都農ワイン）人気の甘口ワインから本格派ワインに加え、注目の新着ワインは要チェック！ 山形と宮崎の日本ワイン特集
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 メモ タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

141 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赤辛口　’18
日本
山形県

￥1,870
［￥1,700］ 赤 マスカット・ベーリーＡ H-0 13.0% 720㎖ 十分に熟すのを待ち１１月上旬「遅摘み」収穫いたしました。華やかな果実香と

樽由来の複雑な香味が調和した、きめ細やかで奥行きのある赤ワインです。

142 朝日町ワイン山形ナイアガラ白甘口　ＮＶ
日本
山形県

￥1,309
［￥1,190］ 白 ナイアガラ A-2 9.0% 720㎖ まるごとぶどうを食べているようなアロマチックで香り高い甘口の白ワインです。

143 朝日町ワイン山形ナイアガラ白辛口　ＮＶ
日本
山形県

￥1,309
［￥1,190］ 白 ナイアガラ C-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。

144 朝日町ワイン山形マスカットベーリーＡ赤辛口　ＮＶ
日本
山形県

￥1,309
［￥1,190］ 赤 マスカット・ベーリーＡ E-2 11.0% 720㎖ ろ過をせず瓶詰めしました。甘いキャンディ香と、まろやかな味わいの赤ワインで

す。

145 朝日町ワインスパークリングナイアガラ白甘口　ＮＶ
日本
山形県

￥1,452
［￥1,320］ 白・発泡 ナイアガラ A-2 9.0% 750㎖ まるごとぶどうを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、ハーブのアロマが優しく広がります。

146 朝日町ワインはなふわわ赤甘口　ＮＶ
日本
山形県

￥1,386
［￥1,260］ 赤 マスカット・ベーリーＡ、

ナイアガラ B-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た、芳醇な果実味のある甘口の
赤ワインです。冷やしてもおいしい赤ワインです。

147 朝日町ワインスパークリングルージュ　ＮＶ
日本
山形県

￥1,672
［￥1,520］ 赤・発泡 マスカット・ベーリーＡ E-2 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。

148 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
山形県

￥2,112
［￥1,920］ 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ひろがる極甘口ワインです。

149 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　’19
日本
山形県

￥1,870
［￥1,700］ 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です。山形県朝日町産のソーヴィニヨン・ブラン種を使

用しています。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が印象的です。

150 朝日町ワイン　マイスターセレクション　バレルセレクションルージュ　’18
日本
山形県

￥1,870
［￥1,700］ 赤 マスカット・ベーリーＡ、カベルネ・

ソーヴィニヨン、ブラッククィーン H-2 13.0% 720㎖ 山形県産のマスカット・ベーリーAと、カベルネ・ソーヴィニヨン、ブラッククィーンを樽熟成。140樽以上
の中から厳選したワインを無ろ過・非加熱で瓶詰めしました。芳醇で果実味のあるふくよかな赤ワイン。

151 都農ワインキャンベル・アーリー　’20
日本
宮崎県

￥1,540
［￥1,400］ ロゼ キャンベル・アーリー A-2 9.0% 750㎖ 都農ワインで人気Ｎｏ．１のフルーティなロゼワインです。イチゴのような香りと心

地よい酸味が特徴の２０２０年新酒です。

152 都農ワインキャンベル・アーリー ドライ　’19
日本
宮崎県

￥1,562
［￥1,420］ 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ワインです。料理を問わずに楽しめる、ロゼの

ドライタイプです。

153 都農ワイン尾ノ下エステート シャルドネ＃５　’19
日本
宮崎県

￥3,135
［￥2,850］ 白 シャルドネ D-3 11.0% 750㎖ 樽発酵樽熟成の正統派シャルドネのワインです。酸味が心地よく複雑味と味わ

いの厚みが楽しめます。

154 都農ワイン白水アンフィルタード シャルドネ＃６－Ｂ　’19
日本
宮崎県

￥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です。樹齢を重ねたシャルドネの魅力が楽しめ

る味わいです。

155 都農ワインHyakuzi エクストラ セック カーボネイティッド NV
日本
宮崎県

￥3,157
［￥2,870］ 白・発泡 シャルドネ A-0 10.0% 750㎖ フレッシュでフルーティなシャルドネのスパークリングワインです。華やかな香りと

心地よい甘さに癒されます。

156 都農ワインプライベートリザーブ シラー　’18
日本
宮崎県

￥3,135
［￥2,850］ 赤 シラー H-1 11.0% 750㎖ 独自の栽培方法で誕生した都農のシラーです。上品なタッチながらしっかりとし

た味わいがします。

157 都農ワインスパークリングワイン レッド NV
日本
宮崎県

￥2,046
［￥1,860］ 赤・発泡 マスカット・ベーリーA

他 E-3 11.0% 750㎖ 樽熟成のマスカット・ベーリーＡを主体に仕上げた赤の辛口スパークリングワイ
ンです。肉料理との相性は抜群です。

158 都農ワインスイートツノ NV
日本
宮崎県

￥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。

159 都農ワインスパークリングワイン マンゴー NV
日本
宮崎県

￥2,563
［￥2,330］ 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。

160 都農ワインウメチェロ　NV
日本
宮崎県

￥2,090
［￥1,900］ リキュール ブランデー、うめ B-3 20.0% 375㎖ 都農産の梅と都農ワインのブランデーを使用した、濃密な梅の香りが楽しめる

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

ブース�　（高畠ワイナリー）バラエティ豊かなワインが大集合！ フルーツ王国・山形で造られるワイン特集
はブースのオススメ商品です
注文
NO 商品名 地域 特別価格 メモ タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

161 有核デラウェア氷結しぼり 日本
山形

￥1,705
［￥1,550］ 白 デラウェア A-2 9.0% 500㎖ 日本一の収穫量を誇る高畠町の種ありデラウェアを凍らせ、氷結搾りした薫り

高くリッチな極甘ワインです。

162 高畠新酒スパークリング　デラウェア　’20 日本山形
￥1,430
［￥1,300］ 白 デラウェア C-2 11.0% 750㎖ 際立つフルーティな香りと酸と甘みの調和のとれた爽やかな飲み口が心地よい

スパークリングワインです。

163 高畠新酒白辛口　’20 日本
山形

￥1,243
［￥1,130］ 白 デラウェア C-2 11.0% 720㎖ 山形県産デラウェアの甘酸っぱさをそのまま活かした爽やかな味わいの新酒ワ

インです。

164 高畠新酒白甘口　’20 日本
山形

￥1,243
［￥1,130］ 白 デラウェア A-2 11.0% 720㎖ もぎたてぶどうを頬張っているかのような、シズル感たっぷりの果実香溢れる優

しい甘口新酒です。

165 嘉スパークリング　ピノシャルドネ　’19 日本山形
￥1,870
［￥1,700］ 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。

166 嘉スパークリング　スウィート 日本
山形

￥1,804
［￥1,640］ 白・発泡 オレンジマスカット A-3 11.0% 750㎖ 希少品種オレンジマスカットで造り上げた、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。

167 高畠　シードル 日本
山形

￥1,507
［￥1,370］ 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。

168 ももワイン 日本
山形

￥979
［￥890］ 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。

169 ラフランスワイン 日本
山形

￥968
［￥880］ 白 ラフランス B-0 9.0% 500㎖ 果実王国山形で「果実の女王」と称される“ラフランス”。その特徴である高貴

な香りと滑らかな食感と味わいをワインにして表現しました。

170 まほろばの貴婦人　白 日本
山形

￥3,135
［￥2,850］ 白 フルミント、

オレンジマスカット A-2 11.5% 720㎖ 蜂蜜のようにしっとりと絡みつく柔らかな甘みと柑橘系の爽やかな酸味のハー
モニーが特徴です。

171 まほろばの貴婦人　赤 日本
山形

￥3,135
［￥2,850］ 赤 カベルネ・ソーヴィニヨン、

オレンジマスカット G-0 11.5% 720㎖ 南国の濃醇なぶどうの旨味を活かしミントのようなマスカット特有の甘い香りを
纏った極上のデザートワインです。

172 たかはた　ナイアガラ 日本
山形

￥1,089
［￥990］ 白 ナイアガラ A-3 11.5% 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。

173 高畠　ルージュ　赤 日本
山形

￥1,188
［￥1,080］ 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。

174 ルオール　シャルドネ 日本
山形

￥1,595
［￥1,450］ 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。

175 ルオール　カベルネ＆メルロー 日本
山形

￥1,595
［￥1,450］ 赤 カベルネ・ソーヴ

ィニヨン、メルロ H-0 12.5% 720㎖ ブラックベリーのよう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。

176 ラスティック　デラウェア　’18 日本
山形

￥1,628
［￥1,480］ 白 デラウェア D-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。

177 クラシック　シャルドネ　’19 日本
山形

￥1,760
［￥1,600］ 白 シャルドネ C-1 13.5% 720㎖ 華やかな柑橘系の香りと爽快なフルーツ感が特徴的です。樽をあえて使用せ

ず、高畠町のシャルドネの躍動感を表現した白ワインです。

178 クラシック　マスカット・ベーリーA　’18 日本山形
￥1,705
［￥1,550］ 赤 マスカット・ベーリーA、

メルロ F-0 13.0% 720㎖ 芳醇な甘い完熟した果実の香りとほのかな樽香が融合した、高級感を感じる
優雅な旨味ある赤ワインです。

179 クラシック　メルロー＆カベルネ・ソーヴィニヨン　’17
日本
山形

￥1,760
［￥1,600］ 赤 メルロ、カベルネ・

ソーヴィニヨン F-0 14.0% 720㎖ 完熟した果実と樽熟成による香りのバランス、味わいに程よく厚みを与えるタン
ニンも心地よいバランス良い赤ワインです。

180 たかっきははたっき　メルロー＆カベルネ樫樽熟成　’16
日本
山形

￥2,915
［￥2,650］ 赤 メルロ、カベルネ・ソーヴ

ィニヨン、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。



承り期間：１０月１４日（水）　11月1日（日）リストの全商品は『阪神オンラインショッピング』からお申し込みいただけます。

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

ブース�　（モンデ酒造）ぶどう名産地山梨県より　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 メモ タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

181 ヤマソービニオン　'19 日本
山梨県

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

ネソーヴィニヨン種より由来。樽を使用し、芳醇なワインに仕上げました。

182 甲州辛口 日本
山梨県

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

き立てる味わいです。

183 甲州塚ノ越　’17 日本
山梨県

￥2,145
［￥1,950］ 白 甲州 D-2 12.5% 720㎖ 収穫期限界まで実らせたぶどうは、柔らかくふくよかであり、その味わいを包み込

むように樽の香味が楽しめます。

184 特醸甲州　’19 日本
山梨県

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

に合わせていただけます。

185 樽熟成甲州　’18 日本
山梨県

￥2,420
［￥2,200］ 白 甲州 D-3 12.5% 720㎖ オーク樽で発酵、熟成しています。柑橘が香るさわやかな味わいと樽由来の優

しいバニラが調和されたワインです。

186 甲州辛口　ハーフ 日本
山梨県

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

き立てる味わいです。

187 ベーリーＡ 日本
山梨県

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

がとれたふくよかで飲み心地の良い味わいです。

１８８ アジロン 日本
山梨県

￥1,584
［￥1,440］ 赤 アジロン E-3 9.0% 720㎖ 鮮やかなルビー色のワインです。イチゴジャムやクランベリーなどを思わせる華や

かな香り、フルーティな果実味が特徴です。

189 ブラッククィーン　’16 日本
山梨県

￥1,793
［￥1,630］ 赤 ブラッククィーン H-0 12.5% 720㎖ フレッシュ感のある酸味が特徴です。長期熟成することで、丸みを帯びたふくよ

かでバランスの良い味わいです。

190 マスカットベーリーA上屋敷　’18 日本山梨県
￥1,947
［￥1,770］ 赤 マスカットベーリーA F-0 12.5% 720㎖ 収穫期限界まで実らせたぶどうは、奥行きのある味わいが申し分なく出来る限り

の感動を詰め込んでおります。

191 メルロ&ブラッククィーン 日本
山梨県

￥2,420
［￥2,200］ 赤 メルロ、

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

192 ベーリーＡ　ハーフ 日本
山梨県

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

がとれたふくよかで飲み心地の良い味わいです。

193 巨峰スパークリング 日本
山梨県

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

てるスパークリングワインです。

194 モンテリアジョーヌ 日本
山梨県

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

引き出し、キレとコクのある辛口ワインです。

195 モンテリアルージュ 日本
山梨県

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

れた味わいです。

196 モンテリアロゼ 日本
山梨県

￥1,562
［￥1,420］ ロゼ デラウェア、

ブラッククィーン A-3 9.0% 720㎖ 華やかないちごの香りとさくらんぼや桃を思わせるふくよかな果実味、アクセント
のある酸味が特徴です。

197 巨峰ワイン 日本
山梨県

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

198 モンテリア牧丘畑　’18 日本
山梨県

￥4,840
［￥4,400］ 赤 メルロ H-3 14.0% 720㎖ 自社牧丘畑産メルロ種100%使用。熟成したカシス香になめし革のニュアンス

が優雅に香り樽醗酵による心地良い渋みが醸し出す本格派ワインです。

199 デラウェア　’20 日本
山梨県

￥1,474
［￥1,340］ 白 デラウェア A-3 9.0% 720㎖ フレッシュ&フルーティなワインで、心地良い酸味と甘美なジューシー感が広がる

旬の味わいです。

200 デラウェアスパークリング 日本
山梨県

￥396
［￥360］ 白・発泡 デラウェア A-3 9.0% 290㎖ 爽やかな香りとスッキリとした酸味、豊かな果実味があいまったスパークリングワ

インです。



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

ブース�　（モンテ物産）～ワインで巡るイタリア紀行～イタリアワイン産地特集
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 メモ タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

201 モンド・デル・ヴィーノピノピノ・フリッツァンテ NV
イタリア
ロンバルディア

￥1,100
［￥1,000］ 白・微発泡 ピノ・ネーロ C-1 11.5% 750㎖ 黒ぶどうのピノ・ノワールから造ったフレッシュでエレガントなフリッツァンテ（微発泡性

ワイン）です。複雑な味わいを感じられつつも非常に飲みやすく心地よいワインです。

202 セッラ＆モスカトルバート　スプマンテ NV
イタリア
サルデーニャ

￥1,980
［￥1,800］ 白・発泡トルバート C-2 11.5% 750㎖ 淡い麦わら色、 ぶどうの特徴がよく表現されたエレガントな香りがします。生き生きとし

てフレッシュな味わいのトルバート種独特の繊細なアロマを感じるスパークリングです。

203 サラパルータコルヴォ・ビアンコ　’19
イタリア
シチリア

￥1,100
［￥1,000］ 白 インツォリア、

グレカニコ C-2 12.0% 750㎖ シチリア産の伝統的なぶどうのみを使って造られました。南イタリアの太陽の恵
みを受けたフレッシュでフルーティな味わいの白ワインです。

204 ベルターニソアーヴェ（クラッシチボトル）　’18
イタリア
ヴェネト

￥1,320
［￥1,200］ 白 ガルガーネガ、トレッビアーノ・

ディ・ソアーヴェ、シャルドネ C-2 12.5% 750㎖ イタリアの白ワインで有名な“ソアーヴェ”フルーティで心地よい芳香が特徴で
す。軽やかな味わいで和食などにも合わせやすい白ワインです。

205 ビプントイオカタラット・シャルドネ　’18
イタリア
シチリア

￥1,650
［￥1,500］ 白 カタラット、

シャルドネ C-3 13.0% 750㎖ シチリアの固有品種と国際品種をバランスよくブレンドしました。アプリコットの
香り、豊かなボディ、フルーティな余韻が心地よく続きます。

206 サラパルータカドス　’19
イタリア
シチリア

￥1,980
［￥1,800］ 白 グリッロ D-2 13.0% 750㎖ 固有品種グリッロから造られる素晴らしい骨格とボディを持つ白ワインです。花の

ような複雑な香りに、しっかりとした構成を持つフレッシュで滑らかな味わいです。

207 フォンタナフレッダロエロ・アルネイス　’19
イタリア
ピエモンテ

￥2,200
［￥2,000］ 白 アルネイス C-2 12.5% 750㎖ ピエモンテ州の代表的な白ワインのひとつとして人気の高いアルネイス。優美

で繊細な味わいが特徴の口当たりがよい、爽やかな白ワインです。

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

￥2,640
［￥2,400］ 白 ヴェルメンティーノ D-2 12.5% 750㎖ 濃厚でエレガントなブーケ。花やフレッシュフルーツを思わせるフレッシュで調和

のとれた味わいです。余韻にはバランスのとれたミネラルが感じられます。

209 アッピアーノラーン・ソーヴィニョン　’19
イタリア
トレンティーノ・アルト・アディジェ

￥3,850
［￥3,500］ 白 ソーヴィニョン・

ブラン D-3 13.0% 750㎖ パイナップルやはちみつの豊かな香り、生き生きとした酸と繊細なミネラル感の
バランスが取れた、心地よい味わいです。

210 スピネッタロゼ・ディ・カサノーヴァ・トスカーナ　’19
イタリア
トスカーナ

￥3,300
［￥3,000］ ロゼ サンジョヴェーゼ、プルニ

ョーロ・ジェンティーレ E-2 12.5% 750㎖ 固有品種にこだわり、サンジョヴェーゼとプルニョーロ・ジェンティーレから造ら
れる辛口ロゼワインです。しっかりとした味わいを楽しめます。

211 ドネリ　ランブルスコ・グラスパロッサ３６０°セッコ NV
イタリア
エミリア・ロマーニャ

￥1,100
［￥1,000］ 赤・発泡 ランブルスコ、マルボ・ジェンティーレ E-3 11.0% 750㎖ ランブルスコの中でも果実味や華やかさのあるグラスパロッサ・ディ・カステル

ヴェトロのセッコ（辛口）タイプです。

212 ウマニロンキ　ビアンキ・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 モンテプルチャーノ、

カベルネ・ソーヴィニヨン G-2 13.0% 750㎖ 心地よい凝縮した果実味、やわらかいタンニンとまろやかな味わいはパスタや
肉料理によく合います。

213 マーレ・マンニュムダ・セルジオ・ロッソ・プーリア　’19
イタリア
プーリア

￥1,320
［￥1,200］ 赤 ネグロアマーロ、

プリミティーヴォ H-2 13.5% 750㎖ 色が濃く、スパイシーで味わい豊かな赤ワインです。フルーティさの奥にダークベ
リー、プラム、ハーブ、チョコレートの香りが広がります。

214 ビプントイオネーロ・ダーヴォラ・カベルネ　’19
イタリア
シチリア

￥1,650
［￥1,500］ 赤 ネーロ・ダーヴォラ、

カベルネ・ソーヴィニヨン H-2 13.5% 750㎖ プラムやカシス、黒スグリのような熟した果実の香りに、かすかにグリーンのニュアン
スがします。ジューシーなタンニンとやわらかい酸のバランスがよい赤ワインです。

215 マーレ・マンニュムマンモス・ジンファンデル　’19
イタリア
プーリア

￥1,980
［￥1,800］ 赤 ジンファンデル

（プリミティーヴォ） H-3 14.0% 750㎖ ベリーやバニラなどの複雑なアロマがある、濃厚な味わいとその力強さが魅力
のフルボディ赤ワインです。

216 フォンタナフレッダランゲ・ネッビオーロ　’18
イタリア
ピエモンテ

￥2,200
［￥2,000］ 赤 ネッビオーロ H-3 13.5% 750㎖ 濃厚な果実の香り、完熟したプラムやスミレ、シナモンやクローブ、コーヒーが感

じられます。しなやかなタンニンで調和のとれた赤ワインです。

217 テラーロバリレッタ・ロッカモンフィーナ　’18
イタリア
カンパーニア

￥2,640
［￥2,400］ 赤 バリレッタ、カー

サヴェッキア H-2 14.0% 750㎖ スパイスやブラックベリーの香りがあり、充分なフィニッシュの長さがあります。ア
ルコール感と柔らかなタンニンが感じられ、バランスがとれた赤ワインです。

218 メリーニ　ラ・セルヴァネッラ・キャンティ・クラシコ・リゼルバ　’14
イタリア
トスカーナ

￥3,300
［￥3,000］ 赤 サンジョヴェーゼ・グロッソ H-3 14.5% 750㎖ メリーニ社が誇る自社畑である、ラ・セルヴァネッラ。広がりのある複雑な香り

で、熟した赤いベリーやスミレを思わせる重厚感のある赤ワインです。

219 スピネッタコロリーノ・ディ・カサノーヴァ　’16
イタリア
トスカーナ

￥3,850
［￥3,500］ 赤 コロリーノ H-3 14.0% 750㎖ トスカーナの固有品種で、「色」を意味するコロリーノから造られるワインです。

凝縮した果実味やタンニンが感じられる余韻の長い赤ワインです。

220 フォンタナフレッダバローロ　セッラルンガ・ダルバ　’13
イタリア
ピエモンテ

￥5,500
［￥5,000］ 赤 ネッビオーロ H-3 14.0% 750㎖ 限定エリア「セッラルンガ」のネッビオーロだけを使ったバローロ、より複雑な香り

とぶどうの凝縮感のある偉大なバローロです。



承り期間：１０月１４日（水）　11月1日（日）リストの全商品は『阪神オンラインショッピング』からお申し込みいただけます。

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

ブース�　（三陽物産）家飲みをもっと楽しく！ 食とあわせる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 メモ タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

221 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 1３.０% 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。　　■おすすめ料

理：魚介類・唐揚げ

222 JPシェネ　クラシック　カベルネ・ソーヴィニヨン　’18 フランス ￥1,100
［￥1,000］ 赤 カベルネ・ソー

ヴィニヨン G-0 13.5% 750㎖ カシス・ブルーベリー系の風味がします。ふくよかで滑らかなタンニンが心地よ
く、バランスのとれた味わいです。　　■おすすめ料理：焼肉や豚の角煮

223 JPシェネ　クラシック　メルロー　ロゼ　’17 フランス ￥1,100
［￥1,000］ ロゼ メルロ C-0 12.0% 750㎖ フルーティでチャーミングなベリー系の香りがあります。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。　　■おすすめ料理：豚しゃぶや鶏・豚料理

224 JPシェネ　スパークリング　ブリュット フランス ￥1,100
［￥1,000］ 白・発泡 アイレン、マカベオ C-1 11.0% 750㎖ 辛口ですっきりした中に、果実のエキスを感じます。きめ細かい泡立ちとバランスのとれた味

わいが心地よいスパークリングです。　　■おすすめ料理：しめ鯖、その他魚介・鶏料理

225 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。　　■おすすめ料理：餃子など中華料理

226 JPシェネ　ディヴァイン　ピンク フランス ￥2,068
［￥1,880］ ロゼ・発泡 ピノ・ノワール B-0 11.5% 750㎖ ピノ・ノワール特有のスパイシーさが、濃厚なベリーの香りを引き立たせます。口当たりがよ

く、心地よい後味が続きます。　　■おすすめ料理：チョコレートやフルーツ系のデザート

227 JPシェネ　ビオ　コロンバール・ソーヴィニヨン　’19 フランス
￥1,320
［￥1,200］ 白 コロンバール、ソー

ヴィニヨン・ブラン C-2 11.5% 750㎖ シトラス系、白い花の濃厚な香りがします。フレッシュでキレのいい味わいとアロマティックなソー
ヴィニヨン・ブランがマッチします。　　■おすすめ料理：魚介・鶏料理、フレッシュなサラダ

228 JPシェネ　ビオ　カベルネ　シラー　’18 フランス ￥1,320
［￥1,200］ 赤 カベルネソーヴィ

ニヨン、シラー H-0 13.5% 750㎖ はじめにチェリー、かすかなグリーンペッパーが香り、そのあとをリコリス、スパイスが続
きます。風味豊かで濃厚かつ、なめらかな味わい。　　■おすすめ料理：パスタ全般

229 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、熟したぶどう由来の果実味、ほのかな苦みが
心地よく、バランスがとれた味わい。　　■おすすめ料理：もつ煮込みや焼肉の肉料理

230 カルベ　シャルドネ　’18 フランス ￥1,265
［￥1,150］ 白 シャルドネ C-3 13.0% 750㎖ シャルドネ特有のレモンの酸味、6カ月の樽熟成によるバニラを思わす甘味、ま

ろやかでバランスのとれたワインです。　　■おすすめ料理：クリーム系のパスタ

231 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。　　■おすすめ料理：ハンバーグなど肉料理

232 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、ふくよかなアタックに、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。　　■おすすめ料理：グリルやローストした赤身の肉

233 アーサーメッツ　アルザス　’17
フランス
アルザス

￥1,606
［￥1,460］ 白 シルバネール、ピノブラ

ン、ミュスカ、リースリング C-3 12.0% 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。　　■おすすめ料理：コロッケ、グラタン

234 アーサーメッツ　リースリング　’18
フランス
アルザス

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

めで、お料理とも合わせやすい1本です。　　■おすすめ料理：海老天ぷら、シュウマイ

235 アーサーメッツ　ゲヴェルツ・トラミネール　’18
フランス
アルザス

￥2,090
［￥1,900］ 白 ゲヴェルツトラミネル A-1 14.0% 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。　　■おすすめ料理：酢の物、カレーライス

236 アーサー・メッツブリュット　リミテッドエディション
フランス
アルザス

￥2,035
［￥1,850］ 白・発泡 ピノ・ブラン D-2 12.5% 750㎖ 柔らかな口当たり、キレのある酸、リンゴなど熟した果物の甘い香りと、余韻に残るかすか

な苦味は心地よく、どんな料理にも良く合います。　　■おすすめ料理：天ぷらなど和食

237 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、爽快な酸とミネラルを感じます。後半から甘み

をともない心地よい苦みが広がります。　　■おすすめ料理：天ぷら、白身魚のムニエル

238 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㎖ 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。　　■おすすめ料理：ビーフシチュー、豚しゃぶ

239 カルベ　シャブリ　’18
フランス
ブルゴーニュ

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

と繊細さを併せ持ちます。　　■おすすめ料理：豚カツや天ぷら、その他鶏・魚介料理全般

240 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。　　■おすすめ料理：赤身ステーキ



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

ブース�　（ヴァンパッシオン）バラエティに富んだぶどう品種をピックアップ！ ぶどう品種飲み比べ特集
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 メモ タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

241 ラムーラ オーガニック ビアンコ 　’18 イタリアシチリア
￥1,100
［￥1,000］ 白 カタラット C-3 12.5% 750㎖ シトラスやトロピカルフルーツの香りが口に含むとフレッシュでやさしく喉を潤して

くれます。旨味もあり、酸とのバランスは絶妙で、爽快感ワインです。

242 ラムーラ オーガニック ロッソ　’18 イタリアシチリア
￥1,100
［￥1,000］ 赤 ネーロ・ダヴォラ H-0 13.0% 750㎖ 光溢れるシチリアの豊かな日照を受けて育ったオーガニックワイン！赤いベリーや

プラムの香りが口に含むと優しく、美しい酸味と果実味をもたらします。

243 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
セントラルヴァレイ

￥1,342
［￥1,220］ 白 ソーヴィニヨン・ブラン G-1 12.0% 750㎖ セントラルヴァレイの中でも各品種に適した複数の秀逸な自社畑を選び抜いた「エステート・

シリーズ」。涼しげなシトラスハーブの香り溢れるソーヴィニヨン・ブランを使用しています。

244 ドメーヌ デ グラス エステート カルメネール 　’18
チリ
セントラルヴァレイ

￥1,342
［￥1,220］ 赤 カルメネール H-3 13.0% 750㎖ ソフトで丸いタンニンを持つ、バランスに優れたエレガントで長い余韻が魅力の

赤ワインです。多彩な食事と好相性の万能タイプのワインです。

245 イルポッジョ ブリュット イタリア
ロンバルディア

￥1,430
［￥1,300］ 白・発泡 ピノ・ビアンコ C-3 11.0% 750㎖ ロンバルディアの冷涼かつ日照量が豊富な気候で育った健康的で熟した果実味が特徴です。4.3気圧

と高い高圧ガスで、長い泡もちを感じ、フレッシュな口当たりのコスパに優れたスパークリングワインです。

246 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㎖ 新鮮でいて、豊かな表情の果実味を持つシャルドネの質感と深みが感じられます。鮮や

かな酸味が生み出す新鮮さと、みずみずしさ、そして長らく忘れられないフィニッシュです。

247 パルティーダス デ ラ グランハ ラ ソシアル トレド　’13
スペイン
ラ・マンチャ

￥1,650
［￥1,500］ 赤 テンプラリーニョ H-2 13.5% 750㎖ 標高600mと高い畑なので、ぶどうは凝縮しながらもきれいな酸も併せ持ちま

す。やや力強いアタックで、豊かな果実味、コクのあるタンニンも感じられます。

248 パルティーダス デ ラ グランハ ラ ソシアル ルエダ　’17
スペイン
ルエダ

￥1,848
［￥1,680］ 白 ベルデホ D-2 13.5% 750㎖ 果実味は濃縮され、しっかり保たれた酸を持ちます。フルーティな辛口ワインが

お好きな方に、ぜひお楽しみいただきたい1本です。

249 鳥居平今村　勝沼ルージュ　’18 日本山梨
￥1,848
［￥1,680］ 赤 ブラック・クイーン H-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。は濃密

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

250 鳥居平今村　勝沼ブラン　’18 日本山梨
￥1,848
［￥1,680］ 白 甲州 C-0 12.0% 750㎖ シュール・リー製法にて醸造することで特徴を最大限にいかし、味わいに新鮮さとボリューム感を

与えています。絶妙で精妙なバランスは、一般的甲州ワインのレベルをはるかに凌駕しています。

251 ドメーヌ デュ グランクレス コルビエール アダージョ ルージュ　’17
フランス
ラングドック

￥1,848
［￥1,680］ 赤 シラー、

グルナッシュ H-2 13.5% 750㎖ ロマネ・コンティの元栽培責任者のエルヴェ・ルフェーレール氏が1989年に南仏で
設立したドメーヌです。グラン・クレスならではのエレガンスを持ち合わせた一本です。

252 ラヴィス クラシック ノジオーラ　’19 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。トレンタィーノ州の土

着品種ノジオラを使用しており、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。

253 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 プリミティーボ 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。

254 イナシオ ウルソラ チャコリ ブランコ　’19
スペイン
バスク

￥2,365
［￥2,150］ 白・微発泡 オンダラビ・スリ、シャル

ドネ、プティ・コルビュ C-2 10.5% 750㎖ フランスの三ツ星レストランのハウスワインとしても使用されており、まさに極上のガストロノミック・チャコリと呼ぶにふ
さわしい逸品です。きわめてフレッシュな酸を備えており、かつ低アルコールのため、非常に飲みやすい味わいです。

255 エラスリス マックス レゼルヴァ カベルネ ソーヴィニヨン　’14
チリ
アコンカグアヴァレイ

￥2,673
［￥2,430］ 赤 カベルネ・ソー

ヴィニヨン H-3 14.0% 750㎖ エレガントな複雑味に富んだぶどうは、豊かで芳しい香り広がる、凝縮された果実味を持
つワインに仕上げています。これぞアコンカグア・カベルネの実力が結集した1本です。

256 アンセルミ サン ヴィンチェンツォ　’19
イタリア
ヴェネト

￥2,464
［￥2,240］ 白 ガルガーネガ D-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が造るワインです。

257 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-3 12.0% 750㎖ シャンパーニュ地方に近い位置にある畑で、シャブリ地区と同じキンメリジャン土

壌で造られている為、キレが良くミネラル感のある豊かな味わいが特徴です！

258 ラモネ ブルゴーニュ パストゥグラン　’18
フランス
ブルゴーニュ

￥3,696
［￥3,360］ 赤 ガメイ、

ピノ・ノワール G-0 12.5% 750㎖ シャペル氏の弟子でもある天才シェフ、アラン・デュカス氏が気に入り、彼の3
つ星レストランで使用されていることからも、大変人気のキュヴェです。

259 鳥居平今村　柏尾山南方ブラン　’18
日本
山梨

￥2,673
［￥2,430］ 白 甲州 C-2 12.0% 750㎖ 甲州ぶどう発祥の地として伝説が残る、大善寺の寺領である「柏尾山南方」。

凛とした骨格をもち、ミネラル感と引き締まった余韻が柔らかに続きます。

260 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㎖ 世界的ワイン評論家「ジェームズ・サックリング」から、高得点の92点を獲得！
丸みのあるタンニンと共に、見事な凝縮度の高さを見せるフルボディの味わい。



承り期間：１０月１４日（水）　11月1日（日）リストの全商品は『阪神オンラインショッピング』からお申し込みいただけます。

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

ブース�　（メモス）南北イタリアのバラエティに富んで嬉しくなるワイン特集
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 メモ タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

261 ヴァルド　スプマンテ　ブリュット　オリジネ　ＮＶ
イタリア
ヴェネト

￥1,430
［￥1,300］ 白・発泡 ガルガーネガ、グレラ、シャルドネ C-0 11.5% 750㎖ フローラルで青リンゴの香りも感じる、生き生きとした万人ウケする泡です。

262 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㎖ 完熟柑橘の香りとドライで飲みごたえのある味わいが特徴です。清涼感もあり、

料理に合わせやすいです。

263 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。

264 ネグラールソアヴェ クラッシコ　’１９
イタリア
ヴェネト

￥1,342
［￥1,220］ 白 ガルガーネガ、トレッ

ビアーノ、シャルドネ C-1 12.0% 750㎖ 飲みやすさで有名な銘柄ですが、こちらは飲みごたえのある果実味です。

265 ヴィジリアピノグリージョ　デッレ　ヴェネツィエ　’１９
イタリア
ヴェネト

￥1,430
［￥1,300］ 白 ピノグリージョ C-0 12.5% 750㎖ ジューシーで豊富なミネラルを感じる果実味が特徴です。塩を使う料理のお供

におすすめです。

266 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。奇麗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。

267 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がします。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。

268 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。

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

￥1,628
［￥1,480］ 白 マルヴァジア 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。

270 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。

271 ネグラールバルドリーノ　’１９
イタリア
ヴェネト

￥1,342
［￥1,220］ 赤 コルヴィーナ、

ロンディネッラ E-0 12.0% 750㎖ 普段飲み用で有名な銘柄、安くてもコクがあり、満足させてくれます。

272 ヴィジリア　カベルネソーヴィニヨン　’１９
イタリア
ヴェネト

￥1,342
［￥1,220］ 赤 カベルネソーヴィ

ニヨン E-0 13.0% 750㎖ 本家フランスのカベルネと雰囲気が全く変わるチャーミングな果実味に驚かさ
れます。

273 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がします。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。

274 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、小さな果実の香りと滑らかな渋味があり全体的に上品な味

わいです。

275 ボッテールプーリア　ロッソ　アパッシメント　’１９
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。

276 ネグラールヴェロネーゼ　ロッソ　ラストーネ　’１７
イタリア
ヴェネト

￥1,628
［￥1,480］ 赤 コルヴィーナ、

コルヴィノーネ H-2 13.5% 750㎖ 毎年最後に収穫する完熟ぶどうで醸造するため、濃密な果実味が魅力的で
す。

277 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。

278 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。

279 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　’１６
イタリア
プーリア

￥3,630
［￥3,300］ 赤 プリミティーヴォ H-3 14.5% 750㎖ 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。

280 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。



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

ブース�　（マルカイコーポレーション）ぶどうの凝縮感を楽しめる秋冬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 メモ タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

ロングバーン  
カベルネ・ソーヴィニヨン　’17

アメリカ
カリフォルニア

￥1,848
［￥1,680］ 赤 カベルネ・ソー

ヴィニヨン G-3 13.5% 750㎖ よく熟した果実味豊かなアロマを持ち、口に含むとブラックベリー、ルバーブ、ドライチェリーの甘美なフレーバーに、独
特のオークと杉のニュアンスがあります。澄んだタンニンと余韻の長い後味で、非常に複雑さを感じることができます。

282 モンテヴィ・キュベ・スプマンテ・ブリュット NV
イタリア
ピエモンテ

￥902
［￥820］ 白・発泡 シャルドネ、ピノ・ノワール C-3 11.0% 750㎖ アペリティフとして、または食事を通してこれ1本で楽しんでいただけるワインです。ワイナリーのおすすめは、晴れた

日のランチタイムに公園でピクニックをしながら、サンドイッチと共に飲む・・・そんな気軽に楽しめるワインです。

283 カヴァ　ムッサ・ブリュット・ナチューレ NV
スペイン
ペネデス

￥1,485
［￥1,350］ 白・発泡 チャレッロ、マカベオ、パレリャーダ D-2 11.5% 750㎖ ドサージュ(補糖)していない極辛口。ぶどう本来の品質がストレートに現れています。品質の良さと、優れた味わいの

構成から、一流レストランでのグラス・ワインに採用された実績も。ワイン・ビギナーから玄人までを魅了しています。

284 フェリスタス・スパークリングワイン　金箔入り  NV ドイツ ￥2,497
［￥2,270］ 白・発泡 ミュラートゥルガウ、リー

スリング、シルヴァーナ A-0 11.0% 750㎖ フェリスタスとはラテン語で「幸福」を意味する言葉です。古来より富の象徴と
言われる『黄金』を金箔にして、贅沢にちりばめました。

285 シャルドネ・レ・ロンス　’18 フランス
ラングドック

￥1,298
［￥1,180］ 白 シャルドネ D-2 13.0% 750㎖ 緑がかった淡いイエローで、ココナッツとバナナのフルーティな香りがします。グラスに注ぐと、ピーチと

シトラス、パイナップルのアロマ。リッチでバランスの取れた果実味と生き生きしたアタックを感じます。

286 バッコロ・ビアンコ　’18 イタリア
ヴェネト

￥1,353
［￥1,230］ 白 ガルガーネガ、

ソーヴィニヨン・ブラン C-2 12.5% 750㎖ ヴェネトの美酒「アマローネ」と同様の手法でぶどうを軽くアパッシメント（乾燥）。“プ
チ・アマローネ”のコンセプトで、味わい深く、濃厚、樽の風味も利かせたスタイルです。

287 ハイトリンガー・リースリング　オーガニック　’16
ドイツ
バーデン

￥2,695
［￥2,450］ 白 リースリング C-2 11.5% 750㎖ アロマティックでふくよかなリースリングです。完熟した白桃の果汁、ライムの皮のような爽やかな柑

橘のアロマ、透明感のある上品な酸味と膨らみのある果実味、程よく厚みのあるミネラル感も。

288 アンシ・ソワティル・ブラン　’12 フランス南西
￥3,498
［￥3,180］ 白 ソーヴィニヨン・ブラン、セミヨン、

ソーヴィニヨン・グリ、ミュスカデル D-1 14.0% 750㎖ はっきりした白い花の香りや、ソーヴィニヨンブランの「きいろの香り」が感じられます。やわらかい口当たり
ですが充分な飲み応えのある白ワインです。上質なブルゴーニュを思わせる豊かなミネラルがあります。

289 サン・クレメンテ　ビアンコ　’13 イタリアアブルッツォ
￥3,993
［￥3,630］ 白 トレッビアーノ、ペコ

リーノ、パッセリーニ D-3 13.0% 750㎖ リコリスや黒果実の濃厚なアロマに桜チップ、タバコなどのスモーキーで複雑なアロマが華やか
でエレガント。滑らかで濃厚な果実味に上質で細かいタンニンがありチョコレートのような舌触り。

290 ＣＨ　ピュイ・ド・ギランド　’18 フランスボルドー
￥1,199
［￥1,090］ 赤 メルロ、カベルネ・ソーヴィ

ニヨン、カベルネ・フラン F-1 13.0% 750㎖ 黒系果実や赤い花を思わせる香り、フレッシュな果実味にかすかなリコリスのニュアンス、しっかりと
したタンニンが楽しめます。非常に調和のとれた香り高いコストパフォーマンスボルドーワインです。

291 テール・ド・ソル　カベルネ・ソーヴィニヨン　’18
フランス
ラングドック

￥1,254
［￥1,140］ 赤 カベルネ・ソー

ヴィニヨン H-1 13.5% 750㎖ カシスのアロマと濃厚で豊富タンニンがあり、しっかりしたボディがあります。新
鮮な酸味があるので、飲み飽きず、料理にも合わせやすいスタイルです。

292 ピノ・ノワール　レ・ミュリエ　’18
フランス
ラングドック

￥1,804
［￥1,640］ 赤 ピノ・ノワール G-0 13.5% 750㎖ ルビーのようなレッド、チェリーのような果実香と共にクスの木やユーカリーの香油のアロマがします。グラスに注

ぐとペッパーやシナモンのスパイシーな香りします。アタックは丸みがあり、ソフトなタンニンと力強さを感じます。

293 ロングバーン　ピノ・ノワール　’18
アメリカ
カリフォルニア

￥1,848
［￥1,680］ 赤 ピノ・ノワール G-2 13.5% 750㎖ 軽やかなチェリーの香り、口に含むとソフトで滑らかなタンニン。赤甘草とラズベリーの美しい骨格のある

フレーバーは、ミネラルのタッチと一体化しており、ベイクドベリーパイのようなフィニッシュを楽しめます。

294 CH　ミール・レタン　レゼルヴ　’17
フランス
ラングドック

￥2,145
［￥1,950］ 赤 ムールヴェードル、

シラー、 グルナッシュ H-2 15.0% 750㎖ 飲み口は非常に調和が取れており、樽からの程よいタンニンとチョコレートやトー
ストを思わせる香ばしいニュアンス、よく熟した果実味と飲み応えが楽しめます。

295 アルティガソ　’11 スペイン
北部エブロ

￥2,145
［￥1,950］ 赤 ガルナッチャ、シラー、

カベルネ・ソーヴィニヨン H-3 15.0% 750㎖ バルサミコやスギのような香り高いスパイスやベリーの驚くほど複雑なアロマがします。パワフルでしっかりとしたスト
ラクチャーとタンニンの土っぽさが感じられ、ダークチョコレートのようなまろやかな風味が口いっぱいに広がります。

296 アンシ・ソワティル・ルージュ　’10 フランス南西
￥3,498
［￥3,180］ 赤 メルロ、

カベルネ・フラン H-3 14.5% 750㎖ 熟した果実香と、ほのかに甘やかな樽香がします。しなやかで上品な飲み口で綺麗な果
実味と濃密なタンニンが心地良く、しっかりしているが上品なフルボディのワインです。

297 ハイトリンガー・クーニクスベッヒャー グランクリュ
ピノ・ノワール　オーガニック　’14

ドイツ
バーデン

￥4,994
［￥4,540］ 赤 ピノ・ノワール G-3 13.5% 750㎖ クーニクスベッヒャーは、グラン・クリュ・ヴィンヤードの名前であり、キング・グラス

を意味します。名前の通り、王様の飲み物を生産する畑として名声を保っています。

298 サン・クレメンテ　モンテプルチアーノ・ダブルッツォ　リゼルヴァ　’13
イタリア
アブルッツォ

￥6,490
［￥5,900］ 赤 モンテプルチャーノ H-3 14.0% 750㎖ 黒味を帯びたルビーレッド。リコリスや黒果実の濃厚なアロマに桜チップ、タバコなどのスモーキーで複雑なア

ロマが華やかでエレガント。滑らかで濃厚な果実味に上質で細かいタンニンがありチョコレートのような舌触り。

299 ジュヴレ・シャンベルタン ニュイトン・ボノワ
フランス
ブルゴーニュ

￥8,184
［￥7,440］ 赤 ピノ・ノワール G-1 13.5% 750㎖ これまで築いてきた伝統と製法を強みに、全てのぶどうとテロワールのポテンシャルを最大限に引き出し

たワイン造りを行っています。それぞれのワインに個性があり、ユニークなアンサンブルを創造しています。

300 ジロラット・ルージュ フランス
ボルドー

￥9,977
［￥9,070］ 赤 メルロ H-3 14.0% 750㎖ 『神の雫』で一躍有名となった「モンペラ」の生産者でもあるデスパーニュ家が手

がけるトップキュベ。バランス、品格、味わい等パーフェクトに仕上がっています。

281



承り期間：１０月１４日（水）　11月1日（日）リストの全商品は『阪神オンラインショッピング』からお申し込みいただけます。

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

ブース�　（ファインズ）クラシックワールドにニューワールド！ 世界周遊ワイン特集
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 メモ タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

301 カテナアラモス・エクストラ・ブリュットNV
アルゼンチン
メンドーサ

￥1,914
［￥1,740］ 白・発泡 シャルドネ 、ピノ・ノワール D-2 12.5% 750㎖ きめ細やかで長く続く泡、柑橘類や白い花、焼きたてのパンを思わせるアロマが

します。口当たりはリッチで、骨格があり、フレッシュな味わいの余韻があります。

302 ラ・ジャラ　シャルドネ・スプマンテ・ブリュット・ナチュ－ル　’18
イタリア
ヴェネト

￥1,980
［￥1,800］ 白・発泡 シャルドネ C-2 12.0% 750㎖ 繊細な香り、白桃などの果実や花のような香り。ドライで生き生きとしていて、心

地よい味わいが口の中に広がり、酸味も美しくバランスがよい味わいです。

303 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、ムニエ C-2 11.0% 750㎖ 美しい淡いピンクの色合いでベリー系の香りで口当たりは非常にキレが良くド

ライです。優しく表現された果実味が爽やかな余韻へと導いてくれます。

304 コルテ・アダミソアーヴェ　’19
イタリア
ヴェネト

￥1,540
［￥1,400］ 白 ガルガーネガ、

トレッビアーノ C-2 12.0% 750㎖ 黄色リンゴや柑橘系の果実の要素、直線的でシャープな味わいとぶどう果実の熟度を感じさ
せるほどよい凝縮感があります。余韻も長くコストパフォーマンスが非常に高いワインです。

305 アンセルモ・メンデスムロス・アンティゴス・ロウレイロ　’18
ボルトガル
ミーニュ

￥1,804
［￥1,640］ 白 ロウレイロ C-3 12.0% 750㎖ ロウレイロ種は繊細なアロマとしっかりとした酸が魅力の土着品種。名前の由来

となるローレルや花のアロマ、溌剌とした酸があり、まとまりのある味わいです。

306 ジェラ－ル・ベルトランレゼルヴ・スペシアル・ヴィオニエ　’18
フランス
ラングドック・ルーション

￥2,024
［￥1,840］ 白 ヴィオニエ D-0 13.0% 750㎖ ミネラルを思わせる味わいで花や柑橘系などのアロマ豊かで程よい酸味と軽い樽のニュアン

スがあります。南仏のヴィオニエはフルボディタイプで、良く冷やしてアペリティフにお勧めです。

307 サン・ミッシェル・ワイン・エステ－ツモット－・ソ－ヴィニヨン・ブラン　'18
アメリカ
カリフォルニア

￥2,409
［￥2,190］ 白 ソーヴィニヨン・ブラン D-2 13.5% 750㎖ 青リンゴやパッションフルーツのアロマと、爽やかでキレのある酸。カキやサーモ

ンなど魚介はもちろん、ローストチキンとも相性が良いです。

308 カテナカテナ・シャルドネ　’18
アルゼンチン
メンドーサ

￥2,904
［￥2,640］ 白 シャルドネ D-2 13.5% 750㎖ 熟した白桃やかんきつ類を思わせるフレーバーと しっかりしたミネラルを感じる

味わいがします。素晴らしいバランスを備えたワインです。

309 チェレットモスカート・ダスティ　’18
イタリア
ピエモンテ

￥2,816
［￥2,560］ 白・微発泡 モスカート A-1 5.5% 750㎖ モスカート（マスカット）種らしい華やかな香りがします。甘みはありますが、それに負けない綺

麗な酸があり、ワイン全体の味わいをしっかりと引き締め、美しいバランスを保っています。

310 トカイ・オレムスマンドラス　’16
ハンガリー
トカイ

￥3,069
［￥2,790］ 白 フルミント D-0 13.5% 750㎖ オレムスがトカイで初めて辛口ワインとしてリリースしたワインです。ライムなどの柑橘やフ

レッシュなミント、アーモンドのようなアロマとキレの良い酸味がある上質な白ワインです。

311 マッセリア・リ・ヴェリオリオン・プリミティ－ヴォ・サレントＩＧＴ　’18
イタリア
プーリア

￥1,804
［￥1,640］ 赤 プリミティーヴォ H-2 14.0% 750㎖ チェリーなどのフレッシュな果実味やシナモンやナツメグなどのスパイスのニュア

ンスがします。力強さもありながら滑らかな口当たりの、心地よい味わいです。

アルティガ・フステル
バッコ　’17

スペイン
アラゴン

￥1,804
［￥1,640］ 赤 ガルナッチャ H-0 14.5% 750㎖ コーヒーやチョコレート、バラの風味にスモーキーなニュアンスが加わります。なめらかな口当

たりと長い余韻が続く、フィネスとエレガンスに溢れたガルナッチャを使用したワインです。

313 フランソワ・ラベピノ・ノワ－ル　’19
フランス
プロヴァンス・コルス

￥2,112
［￥1,920］ 赤 ピノ・ノワール H-0 12.0% 750㎖ 濃厚だが洗練された果実味を感じる味わいはブルゴーニュでもニューワールドでもな

いネオクラシックで近年高騰するブルゴーニュを考えると圧巻のコスパワインです。

314 ア－スワ－クスバロッサ・カベルネ・ソ－ヴィニヨン　'18
オーストラリア
サウスオーストラリア

￥2,189
［￥1,990］ 赤 カベルネ・ソーヴィニ

ヨン、シラーズ、マタロ H-2 14.0% 750㎖ 明るい紫がかったルビー色。ブルーベリーのアロマに、モカチョコレート、スギ、プラムやカ
シス、樽由来のトースト香やバニラの香りがし、ビッグで、柔らかくゴージャスなワインです。

315 ジェラ－ル・ベルトランプリマ・ナチュ－ル・シラ－　’19
フランス
ラングドック・ルーション

￥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的存在です。みずみずしい豊かな果実

味と長い余韻が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。

316 ボデガス・カロアマンカヤ　’16
アルゼンチン
メンドーサ

￥2,6１８
［￥2,380］ 赤 マルベック、カベル

ネ・ソーヴィニヨン H-2 13.0% 750㎖ エレガントでなめらかなタンニン、柔らかくジューシーな味わいです。マルベックとカ
ベルネ・ソーヴィニヨンの果実味とスパイシーさをエレガントに表現しています。

317 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 14.9% 750㎖ カリフォルニアの有機栽培ワインです。カリフォルニアジンファンデルとしては穏やかな味
わいで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。

318 チェレットモンソルド・ランゲ・ロッソ　’16
イタリア
ピエモンテ

￥3,630
［￥3,300］ 赤 カベルネ・ソーヴィニ

ヨン、メルロ、シラー H-2 14.0% 750㎖ ビオディナミ農法で育てた国際品種をブレンドして造り上げる、現代的でスタイリッシュな赤ワインで
す。バニラなどの甘いスパイス、きめ細かく滑らかなタンニン、果実の凝縮感のある味わいがします。

319 シャトー・ジスクールオ－・メドック・ド・ジスク－ル　’15
フランス
ボルドー

￥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ト
パフォーマンス。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。

320 ロス・ヴァスコスル・ディス・ド・ロス・ヴァスコス　’16
チリ
セントラルヴァレー

￥5,137
［￥4,670］ 赤 カベルネ・ソーヴィニヨン、カルメ

ネール、シラー、カベルネ・フラン H-3 14.0% 750㎖ 経営開始から10年目にあたる1998年に初リリースされ、Le Dix（フランス語で10の意）と
名づけられました。ボリュームがありながら、タンニンはエレガントでバランスが良いワインです。
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DG◎……ダブルゴールド
　　　　“ダイヤモンドトロフィー”
DG………ダブルゴールド
G…………ゴールド
S…………シルバー

（味わいマトリックス）
※赤ワイン

深みがあって豊かな味わい
Ｆ－３Ｆ－１Ｈ－１ H－３

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

※白ワイン
飲み応えのある味わい
Ｂ－３Ｂ－１Ｄ－１Ｄ－３

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

ブース�　（モトックス）迷ったらコレ！ ソムリエが厳選したハイクオリティーワイン特集
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 メモ 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-0 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。かわ

い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 ルッジェーリアルジェオ　プロセッコ　ブリュット ＮＶ
イタリア
ヴェネト

￥1,760
［￥1,600］ 白・発泡 グレーラ、ヴェルディーゾ、ペレーラ D-1 11.0% 750㎖ 輝きのある泡立ち、蜜の詰まったリンゴや新鮮な柑橘類のフレーバーがありなが

ら、酸のしっかりとしたエレガントな味わいです。

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

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

種特有のフルーティでアロマティックな風味が口いっぱいに広がります。

324 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-0 7.5% 750㎖ カシス、ブルーベリーのフレッシュジュースのようなフルーティなアロマがします。果実の

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

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

￥1,265
［￥1,150］ 白 ガルガネーガ、トレッビアーノ・

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

326 フォリス・ヴィンヤーズ・ワイナリースワロー　ゲヴュルツトラミネール　’18
アメリカ
オレゴン

￥1,100
［￥1,000］ 白 ゲヴュルツトラミネル C-0 14.0% 750㎖ オレゴン産グッドバリューな白ワインです。ピリッとした柑橘類の花やマンゴー、アジアンスパイス

が漂います。ボリューム感のある口当たりで長い余韻が心地良い、ほのかな甘さを持ちます。

327 ヴァイングート・Ｓ．Ａ．プリュムエッセンス　リースリング　’19
ドイツ
モーゼル

￥1,408
［￥1,280］ 白 リースリング C-0 11.0% 750㎖ ほんのり甘口のモーゼルリースリングです。フルーティな果実味と青草のような清涼感がします。モーゼ

ルらしいフレッシュ感、果実味、ボリュームとそれぞれの要素が見事に融合したお買い得ワインです。

328 アジィエンダ・アグリコーラ・トゥア・リータペルラート・デル・ボスコ　ヴェルメンティーノ　’18
イタリア
トスカーナ

￥1,925
［￥1,750］ 白 ヴェルメンティーノ D-0 13.5% 750㎖ ふくよかな果実のアロマと味わいが顕著です。グレープフルーツやトロピカル・フルーツの香りが豊

かで、適度なボリューム感とミネラル分が心地よく、洋ナシやリンゴのような果実の余韻がします。

329 ドメーヌ・アラン・ジョフロワ　シャブリ　キュヴェ・ヴィエイユ・ヴィーニュ　’18
フランス
ブルゴーニュ

￥2,365
［￥2,150］ 白 シャルドネ D-0 12.5% 750㎖ シャブリの優秀な生産者として名高い「アラン・ジョフロワ」。樹齢45年以上の古木から採

れたぶどうだけを使ったこのワインは程よい力強さと繊細さのバランスがよく取れています。

330 カザ・レウヴァスアトランティコ　レゼルヴァ　赤　’17
ポルトガル
アレンテージョ

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

ネ・ソーヴィニヨン、トウリガ・ナシオナル H-3 14.0% 750㎖ 完熟したフレッシュな果実、そしてスパイスやバニラ、モカといった複雑なアロマがあり
ます。丸く、凝縮した旨味たっぷりの果実味はバランスが良く、リッチな味わいです。

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　’14
スペイン
アラゴン

￥1,188
［￥1,080］ 赤 ガルナッチャ、カベル

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

332 ジョルダーノセルヴァート　トスカーナ　ロッソ ＮＶ
イタリア
トスカーナ

￥1,265
［￥1,150］ 赤 サンジョヴェーゼ、カベル

ネ・ソーヴィニヨン 、メルロ H-0 13.0% 750㎖ トスカーナ州の濃厚な赤ワインです。熟したブルーベリーやカシスの香り、樽からくるバニラの香
りも広がります。肉料理と相性が良く、力強い果実味と豊かなタンニンが余韻に長く残ります。

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　’17

イタリア
プーリア

￥1,276
［￥1,160］ 赤 プリミティーヴォ H-3 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。

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

￥1,320
［￥1,200］ 赤 アリアニコ H-1 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があります。果実味にタンニンが綺麗に溶け込んでおり飲みやすいワインです。

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しています。

深みのある豊かな香りと熟した果実を想わせる芳醇な味わいが魅力的です。

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

￥1,705
［￥1,550］ 赤 ネッビオーロ H-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あります。滑らかな舌触りでまとまりのある果実味があります。

337 カーサ・ヴィニコラ・ニコレッロランゲ　ロッソ　パシア　’05
イタリア
ピエモンテ

￥1,804
［￥1,640］ 赤 ネッビオーロ、

バルベーラ H-0 13.5% 750㎖ 輝きのある濃いガーネット。プラムやチェリーを想わせるアロマがあります。リッチ
でありながらエレガントなストラクチャーは心地の良い長い余韻を生みます。

338 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-0 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。

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

￥2,992
［￥2,720］ 赤 ジンファンデル、カベルネ・ソーヴィニ

ヨン、メルロ、シラー、プティット・シラー H-2 13.5% 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。

340 レ・ヴィッレ・ディ・アンタネアマローネ・デッラ・ヴァルポリチェッラ　’16
イタリア
ヴェネト

￥3,388
［￥3,080］ 赤 コルヴィーナ、コルヴィ

ノーネ 、ロンディネッラ H-3 15.0% 750㎖ 陰干しをしたぶどうから造られたヴェネト州を代表する辛口の赤ワインです。プラムやカシスジャ
ム、チョコレート、コーヒーなど複雑な香りが広がります。長い余韻が楽しめ上品な味わいです。

３３３



承り期間：１０月１４日（水）　11月1日（日）リストの全商品は『阪神オンラインショッピング』からお申し込みいただけます。

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

ブース�　（モトックス）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 メモ タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

341 サンテロ天使のアスティ ＮＶ
イタリア
ピエモンテ

￥1,232
［￥1,120］ 白・発泡 モスカート・ビアンコ A-0 7.5% 750㎖ マスカットの華やかな香りと爽やかな風味を持つ甘口のスパークリングです。優しい味わいで、

女性を中心に世界的に人気があります。天使が神の使者として多くの幸せを届けてくれます。

342 カンティーネ・アウローラ　エラ　プロセッコ　オーガニック　エクストラ・ドライ ＮＶ
イタリア
ヴェネト

￥1,584
［￥1,440］ 白・発泡 グレーラ C-0 11.0% 750㎖ やや緑がかった、フレッシュな色合いできめ細かな泡立ちが心地よいワインです。リンゴ

や蜜の香りが広がりフルーティで飲みやすく、有機栽培のぶどうから造られています。

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

￥1,848
［￥1,680］ 白・発泡 クシノマブロ、 シャルドネ、モスカート C-0 12.0% 750㎖ ギリシャ北部の冷涼な産地で収穫したクシノマヴロと国際品種をブレンドした辛口スパークリングで

す。爽やかな柑橘果実のアロマと引き締まった酸や塩味を感じる長い余韻を持つ本格派の泡です。

344 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-0 12.5% 750㎖ 香り、味わいともに華やかでフルーティな印象です。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。

345 カザ・レウヴァスアトランティコ　レゼルヴァ　白　’18
ポルトガル
アレンテージョ

￥1,144
［￥1,040］ 白 アンタオン・ヴァス、ヴ

ェルデーリョ、ヴィオニエ D-0 13.0% 750㎖ 大西洋の冷涼な風が吹き抜ける二つの区画から収穫したブドウをブレンドした白ワインです。
ふくよかな果実味とほどよい樽感をまといます。鶏肉や魚介類の料理にとてもよく合います。

346 アロハ・ニュージーランド・ワインズホーム・クリーク　ゲヴュルツトラミネール　’16
ニュージーランド
サウス・アイランド

￥1,496
［￥1,360］ 白 ゲヴュルツトラミネル C-0 12.0% 750㎖ エレガントなスタイルのゲヴュルツトラミネルを使ったワインです。華やかな花の香りや柑橘類のアロマを

持ち、スパイシーな風味が特徴です。ニュージーランド、ワイパラ地区のコスパに富んだ白ワインです。

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　’19

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-0 13.0% 750㎖ 輝きのある黄金色で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感があります。ボリュ
ームのある味わいにキリッとしたミネラルが感じられ、柑橘果実の酸味が心地よく、長い余韻が続きます。

348 ザ・アイス・ハウス・ワイナリーノーザン・アイス　ヴィダル　アイスワイン　’18
カナダ
オンタリオ

￥4,576
［￥4,160］ 白 ヴィダル A-0 10.5% 375㎖ ピーチのフレーバーが印象的で、マンゴー、アプリコット、パパイヤ、リンゴ洋ナシ、バニラのフ

レーバーが立ち上がります。フルボディで濃厚でありながらクリスピーな味わいが特徴です。

349 バートン・ヴィンヤーズメタル　ザ・ブラック　シラーズ　’19
オーストラリア
サウス・オーストラリア

￥1,100
［￥1,000］ 赤 シラーズ主体 H-1 14.5% 750㎖ 濃厚な色合いでブラックベリーやプラム、ローストした珈琲、オーク香のアロマを放ちます。

凝縮した芳醇な果実味と熟したタンニンを持ち、奥行のある濃厚な味わいの赤ワインです。

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-2 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。様々な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、イチゴや黒果実のジャム、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。

352 アジィエンダ・アグリコーラ・コンティ・ゼッカ
ドンナ・マルツィア　カベルネ・ソーヴィニヨン　オーク樽熟成　’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、濃いルビー色で、熟した赤果実のニュアンスとバニラやスパイスの香りが
します。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。

353 デリカート・ファミリー・ヴィンヤーズナーリー・ヘッド　オールド・ヴァイン　ジンファンデル　’18
アメリカ
カリフォルニア

￥1,672
［￥1,520］ 赤 ジンファンデル、

プティット・シラー H-3 14.5% 750㎖ 全米で人気のジンファンデル！ブラックチェリーやラズベリーのアロマにチョコレート香がしま
す。ジューシーな完熟果実の甘味と複雑なスパイス香を持ち、程よいバニラ香が広がります。

354 サン・マルツァーノ　タロ　プリミティーヴォ・ディ・マンドゥーリア　’18
イタリア
プーリア

￥1,694
［￥1,540］ 赤 プリミティーヴォ H-3 14.0% 750㎖ 鮮やかな赤紫色でブラックベリーやプルーンなどの黒果実系のアロマに、カカオやバニラの

アクセント、ビロードの様な滑らかな口当たりが特徴です。余韻にはほんのり甘味を感じます。

355 プロヴィンコ　イタリアシデレウス　’16
イタリア
トスカーナ

￥1,848
［￥1,680］ 赤 サンジョヴェーゼ、

メルロ、シラー H-0 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。

ナーリー・ヘッド　1924バーボン・エイジド
ダブル・ブラック　カベルネ・ソーヴィニヨン　’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-1 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。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。

357 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。

358 サン・マルツァーノコレッツィオーネ・チンクアンタ　＋４ ＮＶ
イタリア
プーリア

￥2,640
［￥2,400］ 赤 ネグロアマーロ 、

プリミティーヴォ H-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があります。滑らかで長い余韻が楽しめます。

359 フィオール・ディ・ソル　フォー・スター　ナパ・ヴァレー　カベルネ・ソーヴィニヨン　’18
アメリカ
カリフォルニア

￥3,168
［￥2,880］ 赤 カベルネ・ソー

ヴィニヨン H-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。

360 ゾラ・ワインズカラシイ 　’16
アルメニア
ヴァヨツ・ゾル

￥3,696
［￥3,360］ 赤 アレニ・ノワール H-3 14.0% 750㎖ 赤果実やスパイス香があります。エキゾチックでソフトな赤果実を持ち乾燥したハーブも感じ

ます。タンニンやミネラルがフィニッシュを彩り、ほのかに石墨のようなニュアンスも感じます。

356



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

ブース�　（三国ワイン）世界各国の銘醸地エレガントワイン特集
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 メモ タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

361 ヴーヴ・アンバル　ブラン・ド・ブラン ブリュット
メトード・トラディッショネル　NV

フランス
シャラント県

￥2,024
［￥1,840］ 白・発泡 ユニ・ブラン、コロンバール C-3 11.5% 750㎖ 白桃や白い花の華やかなアロマがします。シャンパン製法による心地よいクリーミーな泡立ちとと

もに、フレッシュで軽やかな柑橘系果実味のニュアンスが口中にバランスよく広がります。

362 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

￥1,430
［￥1,300］ 白・発泡 モスカテル、シャルドネ A-0 11.5% 750㎖ モスカテル由来のフルーティな味わいがしっかり感じられ、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します。

363 ナターレ・ヴェルガ 　オーガニック グリッロ　’19
イタリア
シチリア州

￥1,342
［￥1,220］ 白 グリッロ、

カタッラット C-3 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。爽やかな香りが余韻まで長く続きます。

364 ウンドラーガ　アリウェン レセルバ シャルドネ　’18
チリ
クリコ ヴァレー、マイポ ヴァレー

￥1,540
［￥1,400］ 白 シャルドネ C-1 13.5% 750㎖ 果実味と樽のニュアンスが絶妙なコク旨シャルドネのワインです。甘みのあるバ

ニラやココナッツのニュアンスが後味に程よく残ります。

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

￥1,815
［￥1,650］ 白 シャルドネ C-2 13.5% 750㎖ 樽熟成によるエッセンスが溶け込んだリッチな味わいです。爽やかさとマイルドさを併

せ持つしっかりとした酸味が白ワインとしてのバランスの良さを生み出しています。

366 ゾーニン　ルガーナ DOC　’19 イタリアヴェネト州
￥2,035
［￥1,850］ 白 トレッビアーノ・

ディ・ルガーナ C-0 12.5% 750㎖ ヴェネト州の固有品種を用いた辛口白ワイン！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。

367 メゾン・ジョゼフ・ドルーアンラフォーレ ブルゴーニュ シャルドネ　’18
フランス
ブルゴーニュ

￥2,035
［￥1,850］ 白 シャルドネ C-2 13.0% 750㎖ とても香り豊かで新鮮さと果実味にあふれています。フレッシュではつらつとした

香りと絞りたてのぶどうやアーモンドのフレーバーがあります。

368 モーゼルランド　リースリング アウスレーゼ　’18
ドイツ
モーゼル

￥2,035
［￥1,850］ 白 リースリング C-2 7.5% 750㎖ 完熟したぶどうの房を厳選して造られた、糖度の高いワインです。薔薇の花やハチミ

ツを思い起こさせる香りで、やさしい酸味と甘みのバランスがエレガントなワインです。

369 ウンドラーガ　テロワール・ハンターシャルドネ ウエスト・リマリ　’17
チリ
ウエスト・リマリ

￥2,838
［￥2,580］ 白 シャルドネ D-2 13.5% 750㎖ 洋ナシや白桃などのフルーツのアロマやトーストしたナッツ、小麦の香ばしいニュアンスを感じま

す。ソフトでクリーミー、酵母のテクスチャーがワインにバランスを与え、長い余韻へと導きます。

370 ポール・ジャブレ・エネクローズ・エルミタージュ レ・ジャレ ブラン 　’18
フランス
北部ローヌ

￥2,838
［￥2,580］ 白 マルサンヌ C-3 13.0% 750㎖ マルサンヌ１００％のリッチで厚みのある白ワインです。ボディがしっかりしてい

て、余韻にハニートーストのような甘さが香ばしさが長く続きます。

371 アルジェント　カベルネ・ソーヴィニヨン　’17
アルゼンチン
メンドーサ

￥1,397
［￥1,270］ 赤 カベルネ・ソー

ヴィニヨン H-2 13.0% 750㎖ 樽熟成によるトリュフやカシスのニュアンスも広がり、力強い余韻がしっかりと長
く感じられます。

372 ナターレ・ヴェルガ　バルベーラ パッシート　’19
イタリア
ピエモンテ

￥1,419
［￥1,290］ 赤 バルベーラ H-0 14.0% 750㎖ 赤い果実の華やかな香りとチョコレートのニュアンスがします。陰干しぶどうの

生み出す心地よい凝縮感と綺麗な酸が際立ちます。

373 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　’19
チリ
コルチャグア・ヴァレー

￥1,540
［￥1,400］ 赤 カベルネ・ソー

ヴィニヨン H-3 13.5% 750㎖ 力強いアタックに同調するボディ、豊富なタンニンが心地よいワインです。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。

374 ウンドラーガ　シバリスグラン・レセルバ ピノ・ノワール　’16
チリ
レイダ・ヴァレー

￥1,540
［￥1,400］ 赤 ピノ・ノワール H-0 13.5% 750㎖ 赤い果実香が爽快に立ち上がり、イチゴとラズベリーのアロマを運んできます。時間がた

つとイチゴのリキュールの香りに変化します。エレガントな酸と豊かな果実味が秀逸です。

375 ボッシェンダル　ラローヌシラーズ ムールヴェドル　’17
南アフリカ
ウェスタン・ケープ

￥2,024
［￥1,840］ 赤 シラーズ 、

ムールヴェドル G-2 14.0% 750㎖ 南アフリカのローヌスタイルワインです。シラーズがしっかりとした骨格を形成し、
ムールヴェドルが丸みと凝縮感を与えシルキーな味わいになります。

376 メゾン・ジョゼフ・ドルーアンラフォーレ ブルゴーニュ ピノ・ノワール　’18
フランス
ブルゴーニュ

￥2,255
［￥2,050］ 赤 ピノ・ノワール G-0 12.5% 750㎖ 味わいはフレッシュで、さくらんぼのような酸味と果実味とやわらかなタンニンを

持ち、非常に魅力的で好印象を与えます。

377 ポール・ジャブレ・エネ　コート・デュ・ローヌ・ヴィラージュ
プラン・ドゥ・デュー ドゥ・ペール・オン・フィーユ　’16

フランス
ローヌ地方

￥2,563
［￥2,330］ 赤 グルナッシュ、シラー、

ムールヴェードル H-3 14.5% 750㎖ 樹齢50年の古樹から生まれる深みがあります。ブラックチェリー、カシスなどの黒い果実、リコリ
スなどのスパイシーさもあり、華やかな印象です。エレガントな味わいで余韻も長く感じられます。

378 ウンドラーガ　テロワール・ハンターカベルネ・ソーヴィニヨン アルト・マイポ　’17
チリ
マイポ・ヴァレー

￥3,025
［￥2,750］ 赤 カベルネ・ソー

ヴィニヨン H-3 13.5% 750㎖ 洗練された果実味に上品なタンニンが包み込みます。カシスリキュールやアメリ
カンチェリーのシロップ漬け、プラムが香り、フレッシュでエレガントな味わいです。

379 ポール・ジャブレ・エネクローズ・エルミタージュ レ・ジャレ ルージュ　’17
フランス
北部ローヌ

￥3,465
［￥3,150］ 赤 シラー H-2 13.5% 750㎖ テロワールが存分に発揮されたローヌのシラーです。熟したベリーにビターチョコレート、リコリス

の甘みとスパイスが溶け込んでいます。タンニンがきめ細かく、滑らかな口当たりのワインです。

クラウドライン　
オレゴン ピノ・ノワール　’18

アメリカ
オレゴン州ウィラメットヴァレー

￥3,674
［￥3,340］ 赤 ピノ・ノワール G-2 13.5% 750㎖ 輝きのある深いルビー色。ストロベリー、ラズベリーなどの赤いフレッシュなフル

ーツ、柔らかいタンニンと程よい酸が広がる素晴らしい味わいです。380



承り期間：１０月１４日（水）　11月1日（日）リストの全商品は『阪神オンラインショッピング』からお申し込みいただけます。

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

ブース�　（三国ワイン）お家で飲みたい！ 本格濃旨ワイン特集
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 メモ タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

381 ナターレ・ヴェルガモスカート スプマンテ　NV
イタリア
ヴェネト

￥1,243
［￥1,130］ 白・発泡 モスカート・ビアンコ A-0 6.0% 750㎖ モスカート種100％で造られる爽やかな甘みのスパークリングワインです。適度

な酸があり、お食事にも合わせやすいです。

382 ウンドラーガスパークリング ブリュット　NV
チリ
セントラル・ヴァレー

￥1,243
［￥1,130］ 白・発泡 シャルドネ、ピノ・ノワール C-3 12.5% 750㎖ キレの良いすっきりとした辛口スパークリングワインです。シトラスのようなフレッ

シュなアロマ、りんごやかりんのような豊かな果実味溢れる味わいです。

383 ヴーヴ・アンバル　クレマン・ド・ブルゴーニュ
グラン・キュヴェ ブラン・ブリュット　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-3 12.0% 750㎖ 時間をかけてプレスしたファースト・モストのみを使用しています。上品な酸と果
実のふくよかさのバランスが良く、複雑な味わいのスパークリングワインです。

384 ウンドラーガユー・バイ・ウンドラーガ シャルドネ　’19
チリ
セントラル・ヴァレー

￥1,243
［￥1,130］ 白 シャルドネ C-2 13.0% 750㎖ 洋梨の香りと果実味に溢れ、軽快な味わいです。どこまでもフレッシュで、酸味

もはつらつとしていて伸びがあり、ミネラルとほのかな塩味を残します。

385 ボデガ・アルジェントトロンテス　’19
アルゼンチン
サルタ

￥1,397
［￥1,270］ 白 トロンテス C-1 12.5% 750㎖ アルゼンチンならでは品種トロンテスを100％使用しています。マスカットや、ライチ、桃

などの甘い果実の香りがあり、フィニッシュにはクリーンなミネラルが味覚を満たします。

386 ポール・ジャブレ・エネヴィオニエ　’19
フランス
南フランス

￥1,430
［￥1,300］ 白 ヴィオニエ C-0 13.5% 750㎖ コストパフォーマンスに優れた希少なヴィオニエ100%のワインです。エキゾチッ

クな厚みのある味わいです。心地よい余韻が感じられます。

387 ウンドラーガアリウェン レセルバ ソーヴィニヨン・ブラン　’18
チリ
レイダ・ヴァレー、マイポ・ヴァレー

￥1,540
［￥1,400］ 白 ソーヴィニヨン・

ブラン C-2 13.5% 750㎖ フレッシュな果実味と爽やかなハーブの香りがします。バランスの良い酸味があ
り、余韻が長く続くピュアな余韻が印象的なワインです。

388 ボッシェンダルシュナン・ブラン　’19
南アフリカ
コースタル・リージョン

￥2,024
［￥1,840］ 白 シュナン・ブラン C-2 14.0% 750㎖ 柑橘系果実の中にほのかにカラメルとナッツのような風味、シュール・リーによ

る複雑さや奥深さが感じられます。洗練されたスタイルです。

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

￥2,728
［￥2,480］ 白 プティ・クルビュ、

プティ・マンサン D-2 14.0% 750㎖ 伝統品種プティ・クルビュ主体のフルーティな白ワインです。やわらかな口当た
りで、新鮮なりんごの蜜を想わせる果実の甘みを感じられます。

390 ドメーヌ・ドルーアン・ヴォードンシャブリ レゼルヴ・ド・ヴォードン　’18
フランス
シャブリ

￥3,674
［￥3,340］ 白 シャルドネ C-3 13.5% 750㎖ シャブリの先駆者ならではの、真のシャブリ！生き生きとしたクリーンで上品な酸、

バランスが良く、フィニッシュには心地よいミネラルがあります。

391 ウンドラーガ　ユー・バイ・ウンドラーガ カベルネ・ソーヴィニヨン　’18
チリ
セントラル・ヴァレー

￥1,243
［￥1,130］ 赤 カベルネ・ソー

ヴィニヨン H-2 13.0% 750㎖ しっかりとした果実味を酸がまとめるコストパフォーマンスの高いチリのカベル
ネ・ソーヴィニヨンです。

392 ゾーニンクラシチ メルロー フリウリ DOC　’18
イタリア
フリウリ-ヴェネツィア・ジューリア

￥1,342
［￥1,220］ 赤 メルロ H-0 13.0% 750㎖ ブラックベリーやブルーベリーのなどの果実のニュアンスがあります。甘みのあ

る果実味と紅茶やドライミートなど深みのある味わいです。

393 ドメーヌ・アラン・ブリュモンガスコーニュ タナ・カベルネ　’18
フランス
南西地方

￥1,342
［￥1,220］ 赤 タナ、カベルネ・

ソーヴィニヨン H-3 14.0% 750㎖ しっかりしたストラクチャー、豊かで滑らかなタンニンを美しい酸がバランスよく纏め上げてい
ます。樽熟成に由来するトースティーなニュアンスとドライな後味が印象的なワインです。

394 ポール・ジャブレ・エネシラー　’17 南フランス ￥1,430
［￥1,300］ 赤 シラー H-0 13.0% 750㎖ 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。シラーの個性を存

分に引き出しながら、料理とのマリアージュが楽しめるエレガントなスタイルです。

395 ウンドラーガアリウェン レセルバ ピノ・ノワール　’19
チリ
カサブランカ・ヴァレー マイポ ヴァレー

￥1,540
［￥1,400］ 赤 ピノ・ノワール G-2 13.5% 750㎖ 果実味たっぷりで親しみやすい味わいのチリのピノ・ノワールです。口当たりは

ソフトでしっかり余韻が長く続きます。

396 モンテ・アンティコ IGT　’15 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、

カベルネ・ソーヴィニヨン G-0 13.0% 750㎖ 豊かな果実味の後に来るきめ細かいタンニンが心地よいワインです。酸味との
バランスも素晴らしい、トスカーナワインらしい仕上がりです。

マッセリア・ボルゴ・デイ・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

￥1,848
［￥1,680］ 赤 プリミティーヴォ H-3 14.5% 750㎖ 樹齢25～35年の遅摘みぶどうを豊富な太陽で日向干しした、飲みごたえのあ

る濃厚樽熟赤ワインです。

398 ジョッシュ・セラーズジンファンデル ローダイ　’18
アメリカ
カリフォルニア

￥2,563
［￥2,330］ 赤 ジンファンデル、メル

ロ、プティ・シラー H-3 15.0% 750㎖ 19世紀後半に植えられた古木が多く残るAVAローダイ産のワインです。黒胡椒などの
スパイス香にチョコレートのような風味、かすかなスモーキーなニュアンスが特徴です。

399 メゾン・ジョゼフ・ドルーアンリュリー ルージュ　’17
フランス
ブルゴーニュ

￥3,476
［￥3,160］ 赤 ピノ・ノワール H-2 12.5% 750㎖ コート・シャロネーズ地区の中でも上質とされる隠れた名品です。フレッシュでベル

ベットのような質感で、熟成すると、よりなめらかな口当たりへの変化を楽しめます。

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

￥4,180
［￥3,800］ 赤 タナ、カベルネ・

ソーヴィニヨン H-3 13.5% 750㎖ マディランを世界に知らしめたブリュモン氏の傑作ワインです。非常に濃厚で力
に満ち、甘みを感じさせる程まろやかで、なめらかな味わいです。
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DG◎……ダブルゴールド
　　　　“ダイヤモンドトロフィー”
DG………ダブルゴールド
G…………ゴールド
S…………シルバー

（味わいマトリックス）
※赤ワイン

深みがあって豊かな味わい
Ｆ－３Ｆ－１Ｈ－１ H－３

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

※白ワイン
飲み応えのある味わい
Ｂ－３Ｂ－１Ｄ－１Ｄ－３

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

ブース�　（エノテカ）家飲みにおすすめのワイン特集
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 メモ タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

401 レオパーズ・リープキュヴェ・ブリュット　NV
南アフリカ
ケープタウン

￥1,408
［￥1,280］ 白・発泡 シャルドネ、シュナン・ブラン C-2 12.5% 750㎖ フレッシュなメロンやトロピカルフルーツの味わいと爽快でキレのある余韻が魅

力です。【おすすめ料理】鶏のから揚げ、シーザーサラダ

402 シレーニ・エステート　セラー・セレクション・スパークリング・ブリュット・シャルドネ　NV
ニュージーランド
ホークス・ベイ

￥1,782
［￥1,620］ 白・発泡 シャルドネ C-2 12.0% 750㎖ レモンやトロピカルフルーツのアロマ。甘みと酸味のバランスがよく、程良いボリュー

ム感は食事と合わせるには万能です。【おすすめ料理】ポテトサラダ、オニオンフライ

403 プルノット・モスカ－ト・ダスティ　’19 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

べラヴィスタ
フランチャコルタ・アルマ・グラン キュヴェ・ブリュット NV

イタリア
ロンバルディア

￥4,686
［￥4,260］ 白・発泡 ピノ・ノワール、シャル

ドネ、ピノ・ビアンコ D-2 12.5% 750㎖ シャンパーニュに負けない力強さと繊細さ。印象的なデザインとしゅわしゅわと立ち上
がるキメ細かい泡は贅沢気分を楽しめます。【おすすめ料理】ホタテのソテー、おでん

405 トルマレスカトルマレスカ・シャルドネ　’19
イタリア
プーリア

￥1,496
［￥1,360］ 白 シャルドネ D-2 12.5% 750㎖ 溢れる果実味に美しい酸の抜群のバランス、海塩が備わったミネラルが余韻

に心地よく感じられます。【おすすめ料理】カルパッチョ、ムニエル

406 トーレスヴィ－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ール C-1 11.5% 750㎖ 白い花を思わせる華やかなアロマに、ほのかに甘い果実味と新鮮な酸が心地
よい味わいです。【おすすめ料理】生春巻き、シーフードのマリネ、ローストポーク

407 モンテスモンテス・アルファ・シャルドネ　’18
チリ
アコンカグア・コスタ

￥2,068
［￥1,880］ 白 シャルドネ D-3 14.5% 750㎖ トロピカルフルーツやバターを思わせる香り、クリーミーでまろやかな質感が楽し

めます。【おすすめ料理】きのこのクリームパスタ、ローストチキン

408 トーレスフロラリス・モスカテル・オロ　NV
スペイン
カタルーニャ

￥2,068
［￥1,880］ 白 モスカテル・デ・

アレハンドリア B-2 15.0% 500㎖ バラ、ゼラニウムといった魅力的なアロマ、濃厚で凝縮した舌触りの中にも、軽
やかさや繊細さが感じられます。デザート感覚で楽しむのがおすすめです。

409 トリンバック・リ－スリング　’18 フランス
アルザス

￥2,156
［￥1,960］ 白 リースリング C-2 13.0% 750㎖ ぶどう本来の生き生きした果実味。シャープな酸と繊細な香りが絶妙なバランス

です。【おすすめ料理】お寿司、カルパッチョ

410 ケンダル・ジャクソン・ヴィントナーズ・リザーヴ・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

411 トリンバック・ゲヴュルツトラミネール　’16
フランス
アルザス

￥2,816
［￥2,560］ 白 ゲヴェルツトラミ

ネル D-1 14.0% 750㎖ ゴージャスで多彩なアロマと、力強く複雑なブーケがあります。上品な果実味と
クリアな酸、ミネラルが感じられる味わいです。【おすすめ料理】エスニック料理

412 ケンダル・ジャクソングランド・リザ－ヴ・シャルドネ　’18
アメリカ
カリフォルニア

￥4,246
［￥3,860］ 白 シャルドネ D-3 14.5% 750㎖ 畑を厳格に区分して栽培したぶどうから仕立てる上級キュヴェです。ふくよかで

芳醇な香りが濃密に広がります。【おすすめ料理】チキンのクリーム煮、ムニエル

413 モンテスモンテス・クラシック・カベルネ・ソーヴィニヨン　’18
チリ
コルチャグア・ヴァレー

￥1,408
［￥1,280］ 赤 カベルネ・ソーヴ

ィニヨン、メルロ H-2 14.5% 750㎖ 手摘みぶどうをアメリカンオーク樽で熟成しています。上品なタンニンと優れたバラ
ンスを感じる味わいはお料理に寄り添います。【おすすめ料理】牛肉料理全般

414 トーレスサン・ヴァレンティン・ガルナッチャ　’19
スペイン
カタルーニャ

￥1,496
［￥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

415 サン・コム・コート・デュ・ローヌ・ルージュ　’19
フランス
コート・デュ・ローヌ

￥1,870
［￥1,700］ 赤 シラー H-2 14.5% 750㎖ 黒系果実、黒胡椒やバラのアロマがします。ローヌ南部のシラーならではのフレ

ッシュな果実味と力強さが愉しめます。【おすすめ料理】生ハム、焼き鳥

416 モンテス　モンテス・アルファ・カベルネ・ソーヴィニヨン　’18
チリ
コルチャグア・ヴァレー

￥2,068
［￥1,880］ 赤 カベルネ・ソーヴ

ィニヨン、メルロ H-2 14.0% 750㎖ リリースから30周年を迎えたヴィンテージです。果実の旨味が詰まった官能的な
味わいは愛される所以です。【おすすめ料理】ステーキ、スパゲッティ・ボロネーゼ

417 ペトラ・ジンガリ　’17 イタリア
トスカーナ

￥2,156
［￥1,960］ 赤 メルロ、サンジョベーゼ、

シラー、プティ・ヴェルド H-2 13.5% 750㎖ 4種のぶどうのピュアな旨みがあふれます。イタリアらしい気軽さを楽しむには、軽
く冷やして飲むのがおすすめです。【おすすめ料理】トマトのチーズ焼き、リゾット

418 ペトラ・エボ　’18 イタリア
トスカーナ

￥2,618
［￥2,380］ 赤 カベルネ・ソーヴィニヨン、

メルロ、サンジョベーゼ H-3 13.5% 750㎖ 海沿い「ボルグリ」地区で造られます。重すぎず軽すぎず、食事のお供にぴった
りの味わいです。【おすすめ料理】ハンバーグ、トマトソースのパスタ

419 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㎖ カリフォルニアらしい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

420 ケンダル・ジャクソングランド・リザーヴ・カベルネ・ソーヴィニヨン　’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がします。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。【おすすめ料理】サーロインステーキ、シンプルなお肉
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承り期間：１０月１４日（水）　11月1日（日）リストの全商品は『阪神オンラインショッピング』からお申し込みいただけます。

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

ブース�　（飯田）世界の辛口ワイン＆濃厚ワイン飲み比べ特集
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 メモ タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

421 スマロッカ　カバブリュット　ロゼ’16
スペイン
カタルーニャ

￥2,068
［￥1,880］ ロゼ・発泡 ピノ・ノワール C-1 12.0% 750㎖ サーモンピンクの鮮やかな色合いそのままの、果実味キレイなカバです。カジュ

アルながらも品の良さを実感出来ます。

422 ジャイアンス　メトードトラディショネル　ブリュット　シャルドネ NV フランス
￥2,178
［￥1,980］ 白・発泡 シャルドネ C-2 12.0% 750㎖ シャンパーニュと同じ瓶内二次発酵で造られたスパークリングです。繊細な泡に

白い花や柑橘系の香りが爽やかな、辛口のすっきりとした味わいです。

423 デュオ　デ　プラージュサンソー　グルナッシュ　ロゼ　’18
フランス
ラングドック・ルーシヨン

￥1,100
［￥1,000］ ロゼ サンソー、

グルナッシュ C-1 12.0% 750㎖ ラングドックの代表的な品種を使用し、地中海の美しい海岸をイメージしたロゼです。赤
果実や花などのデリケートなアロマがあります。フレッシュ＆フルーティなスタイルです。

424 カンフォラレスシャルドネ　’19
スペイン
カスティーリャ・ラ・マンチャ

￥1,100
［￥1,000］ 白 シャルドネ C-2 13.0% 750㎖ トロピカルフルーツや白い花を思わせる華やかなアロマにフレッシュな飲み口、

なめらかで余韻も心地よい軽快なワインです。

425 サンコム　リトル　ジェームズバスケット　プレス　ホワイト　’18 フランス
￥1,529
［￥1,390］ 白 ソーヴィニヨン・

ブラン、ヴィオニエ C-0 12.5% 750㎖ 個性の全く異なる2つの品種が見事に調和しています。アニスにアプリコット、ライ
チ、マンゴーなど様々なフルーツのアロマ、奥行きのある瑞 し々さと塩味が特徴です。

426 Ｊ＆Ｈゼルバッハリースリング　インクライン　’18
ドイツ
モーゼル

￥2,068
［￥1,880］ 白 リースリング C-0 11.5% 750㎖ スレート土壌由来のミネラル感とみずみずしい果実味のバランスが良い白ワイ

ンです。モーゼルの今を表現するモダンスタイルワインです。

427 コルデロ　ディ　モンテツェモロアルネイス　ランゲ　’18
イタリア
ピエモンテ

￥2,497
［￥2,270］ 白 アルネイス C-2 13.0% 750㎖ アカシアを思わせる香りを持ち、とてもなめらかで味わい深いワインです。魚介類

と合わせてお楽しみください。

428 ピエール　ラモットシャブリ　’17
フランス
シャブリ

￥3,256
［￥2,960］ 白 シャルドネ C-3 12.5% 750㎖ ステンレスタンクで仕込まれたシャブリならではの柑橘系のアロマとフルーティで

キレの良い味わいです。

429 レア　ヴィンヤーズマルセラン　’18
フランス
ラングドック・ルーシヨン

￥1,100
［￥1,000］ 赤 マルセラン H-2 15.0% 750㎖ マルセランはカベルネ・ソーヴィニヨンとグルナッシュの交配種で濃厚な色と凝縮感が特徴です。

熟した黒果実のアロマにスパイシーなニュアンスがします。ジューシーでフルボディな赤ワインです。

430 モンカロチメリオ　ロッソ　コーネロ　リゼルヴァ　’16
イタリア
マルケ

￥1,958
［￥1,780］ 赤 モンテプルチャーノ H-0 13.0% 750㎖ アドリア海に面するコーネロの丘で造られたモンテプルチャーノのワインです。

凝縮感のある果実味と樽香とのバランスのとれた、充実の赤ワインです。

431 フォルティウスレセルバ　’15
スペイン
ナバーラ

￥2,398
［￥2,180］ 赤 テンプラニーリョ、カベ

ルネ・ソーヴィニヨン H-2 14.0% 750㎖ 厚みがあっても引き締まった印象の赤ワインです。樽の風合いが味わいのポイ
ント、コストパフォーマンス高い一本です。

グリフォイ　デクララ
プレディカット　’17

スペイン
カタルーニャ

￥3,047
［￥2,770］ 赤 ガルナッチャ、カ

リニェナ、メルロ H-2 14.0% 750㎖ ローズマリーを思わせる清涼感のあるアロマがします。クリーミーで果実味豊
か、樽の風味が溶け込んだ、すぐに楽しめるモダンで自然な味わいです。

433 シャトー　ラグランジュキュヴェ　ＡＫＡ　’15
フランス
ボルドー

￥3,806
［￥3,460］ 赤 メルロ、カベルネ・

ソーヴィニヨン H-0 13.0% 750㎖ 愛娘3人の頭文字を冠した特別なキュヴェです。最良のブドウを厳選し醸造し
た、熟成ポテンシャルがありつつもすぐに楽しめる一本です。

434 ティレルズアシュマン　ブリュット NV オーストラリア ￥1,738
［￥1,580］ 白・発泡 セミヨン、シャルドネ C-2 13.0% 750㎖ 最上区画を含む選りすぐりのセミヨンにシャルドネが程よく加わっています。複数ヴィンテージをブレンドし、

ワンランク上のまろやかな風合いを表現しています。オーストラリアらしい、スクリューキャップのワインです。

435 テラス　ド　ミーニョヴィーニョ　ヴェルデ　ロゼ　’19 ポルトガル
￥1,100
［￥1,000］ ロゼ エスパデイロ、トウ

リガ・ナショナル C-1 10.5% 750㎖ いちごやラズベリーを思わせるアロマと豊かな味わいに、淡いルビー色と綺麗な
酸のあるエレガントなロゼです。開栓後ほのかなプチプチ感も楽しめます。

436 ベインズ　ウェイシュナンブラン　’17 南アフリカ ￥1,738
［￥1,580］ 白 シュナン・ブラン C-0 13.0% 750㎖ パッションフルーツを思わせる味わいです。キレイな酸、イキイキとした長い余韻

も魅力のクラシックなシュナンブランです。

437 ライン　39シャルドネ　’17
アメリカ
カリフォルニア

￥2,607
［￥2,370］ 白 シャルドネ D-2 14.5% 750㎖ 商品名の39はカリフォルニア州の中心を通る北緯39度の意味です。パッションフルーツや核

果に樽のニュアンスがあいまった豊かな味わい。爽やかなフィニッシュも心地よい白ワインです。

438 ティレルズオールドワイナリー　シラーズ　’18 オーストラリア ￥1,529
［￥1,390］ 赤 シラーズ G-0 14.0% 750㎖ 品種の個性を大切に造られた、シラーズ特有の厚みと力強さを感じるワインで

す。

439 テラノブレカベルネソーヴィニヨン　グラン　レセルバ　’17 チリ
￥2,178
［￥1,980］ 赤 カベルネ・ソー

ヴィニヨン H-3 14.0% 750㎖ 収穫を抑えたカベルネから造られる最上級の赤ワインです。力強くもきめ細かな
タンニンが持ち味です。

440 フィンカ　ソフェニアマルベック　’18 アルゼンチン ￥2,497
［￥2,270］ 赤 マルベック H-1 14.5% 750㎖ アルゼンチンの代表品種マルベックを使用しています。熟したプラムやドライフ

ルーツを連想させ、ボリューム豊かで余韻も心地よい赤ワインです。

432



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

ブース�　（マスダ）南アフリカワインの魅力満載！ コストパフォーマンスワイン特集！

はブースのオススメ商品です
注文
NO 商品名 地域 特別価格 メモ タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

441 ステレンラスト・スパークリング・ブリュットＮＶ
南アフリカ
ステレンボッシュ

￥2,134
［￥1,940］ 白・発泡 シュナン・ブラン、マスカ

ットオブアレキサンドリア C-1 11.5% 750㎖ フレッシュな果実の香りで、爽やかで優しい酸味、フルーティで柔らかな泡が特
徴です。ライムや柑橘類などの風味も豊かで心地良いワインです。

442 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、シャル

ドネ、シュナン・ブラン C-0 12.0% 750㎖ 「２０１５世界スパークリングワイン・チャレンジ（英国）」でドンペリニョン、クリスタルなどを
制し１位を獲得しました。キメ細かく、綺麗な泡が長く続く上品なロゼスパークリングです！

443 マン・ソーヴィニョンブラン・セラーセレクト　’１８
南アフリカ
コースタル

￥1,298
［￥1,180］ 白 ソーヴィニョン・ブラン、

セミヨン C-1 12.5% 750㎖ 「2019Japan Women's Wine Awards "SAKURA"」 ダイヤモンドトロフィー受賞！15％セミヨン
を加えワインにコクと複雑味を与えています。爽やかさと程よいボディ感が心地良いワインです。

444 ポークパインリッジ・シャルドネ　’１９ 南アフリカウエスタンケープ
￥1,485
［￥1,350］ 白 シャルドネ C-0 13.0% 750㎖ フレッシュで柔らかな酸、フルーティな果実味で程良くしっかりしたボディが特徴で

す。ジューシーでフレッシュなレモンなどの柑橘類や青リンゴなどの風味が豊かです。

445 リントンパーク76・シャルドネ　’１８ 南アフリカウェリントン
￥1,672
［￥1,520］ 白 シャルドネ D-0 13.0% 750㎖ フレンチオークの香りと凝縮された果実味、程よい酸味もあり、リッチでエレガン

トなスタイル。コストパフォーマンスに優れたシャルドネです。

446 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、グルナッシュ他 C-0 13.5% 750㎖ 南ローヌスタイルのブレンドをした、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軽快に楽しんで欲しいです！

447 ステレンラスト・バレルファーメント・シャルドネ　’１８
南アフリカ
ステレンボッシュ

￥2,684
［￥2,440］ 白 シャルドネ D-1 13.5% 750㎖ キーワードは、「酸」、「完熟ぶどうの甘さ」、「ミネラル」。この完熟ぶどうの甘みと

酸のコントラスト、ミネラルの要素もあり、何処にもない面白さがあります。

448 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る。

まるで高級シャルドネを思わすようなエレガントなワインです。

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

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

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

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

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

ます。酸と甘みのバランスが良く心地良くまとまっています。

451 ブーケンハーツ・ウルフトラップ・レッド　’１８
南アフリカ
ウェスタンケープ

￥1,298
［￥1,180］ 赤 シラーズ、ムールヴ

ェルド、ヴィオニエ E-1 14.5% 750㎖ 渋みも少なく、フルーティでリッチな味わいです。濃いワインだが、全体的にスム
ーズでなめらかでついつい飲んでしまうので飲みすぎに注意！

452 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、

シラーズ E-3 14.0% 750㎖ 「挑戦者への応援」がテーマのラベル！ソフトでほのかに果実の甘味も感じ、優
しい渋みのジューシー&フルーティなワインです。

453 グレネリー・グラスコレクション・メルロ　’１７
南アフリカ
ステレンボッシュ

￥1,804
［￥1,640］ 赤 メルロ E-0 14.5% 750㎖ 元ボルドーの名門が南アフリカで手掛けたワイナリーです。程良い酸味を持ち

果実味、ボディ、オークの風味のバランスが良く、なめらかで綺麗なメルロです。

454 リントンパーク76・カベルネソーヴィニョン　’１７
南アフリカ
ウェリントン

￥1,848
［￥1,680］ 赤 カベルネ・ソー

ヴィニヨン G-0 14.0% 750㎖ 新世界スタイルの上質なワインです。酸、ボディもしっかりあり、ワイン全体を引
き締め、バランス良く仕上げています。味わいはリッチでなめらかです。

455 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のワインです。フレッシュで心地良い酸、優しくなめらかなボディが特
徴で、少し冷やして飲んでもおいしく、好きな曲を聞きながら気軽に軽快に楽しんで欲しいです。

456 ポールクルーバー・ヴィレッジ・ピノノワール　’１８
南アフリカ
エルギン

￥2,266
［￥2,060］ 赤 ピノ・ノワール F-2 13.0% 750㎖ 南アフリカ西ケープ州で一番冷涼地区・エルギン産のぶどうを使用していま

す。柔らかな酸味、フレッシュでフルーティ、きれいで優しい口当たりが特徴です。

457 カノンコップ・カデット・ケープブレンド　’１8
南アフリカ
ステレンボッシュ

￥2,266
［￥2,060］ 赤 ピノ・タージュ、カベルネ・ソーヴ

ィニヨン、メルロ、カベルネフラン E-0 14.0% 750㎖ ピノ・タージュのブレンドワイン！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が特徴的で、様々な品種が複雑に表現されています。

458 カノンコップ・カデット・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

￥2,552
［￥2,320］ 赤 カベルネ・ソー

ヴィニヨン H-0 14.5% 750㎖ なめらかでシルキーな味わい、クラシックでエレガントなスタイルのワインです。酸味、
果実味、ボディ、余韻など、全ての要素が絶妙のバランス良く保たれています。

459 ライナカ・バイオダイナミック・シラー　’１8
南アフリカ
ステレンボッシュ

￥2,871
［￥2,610］ 赤 シラー F-1 13.5% 750㎖ 南アフリカでバイオダイナミック＆オーガニックワインの第一人者が手掛けるワインです。

ナチュラルでピュアな果実味、優しいなめらかな渋み、エレガントで綺麗なワインです。

460 グレネリー・レディ・メイ・レッド　’１２ 南アフリカステレンボッシュ
￥4,807
［￥4,370］ 赤 カベルネ・ソーヴィニヨン、

プチヴェルド、カベルネフラン H-3 14.5% 750㎖ グレネリー社のフラグシップの位置づけのワインです。元ボルドー２級生産者が南アフリカで手掛けた長
期熟成型ワインで、新樽で２４カ月熟成しています。太くしっかりとした重みのあるボディが印象的です。



承り期間：１０月１４日（水）　11月1日（日）リストの全商品は『阪神オンラインショッピング』からお申し込みいただけます。

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

ブース�　（ポルトガル・トレード）ポルトガルの濃厚リッチな赤ワインと冬にも飲みたくなる白ワイン特集
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 メモ タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

461 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］ 赤・ポート ティンタ・ロリス、トウリガ・

フランカ、ティンタ・バロッカ 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作る繊細で上品な20年もの芸術品といえる美ワインです。

462 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

￥1,815
［￥1,650］ 白・ポート コーデガ・ド・ラリーニョ、マルヴァジ

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

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

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

のワインです。ポルトガル固有ブドウ100％で味覚開拓、軽めのお料理と相性◎

464 キンタ　ド　エルミジウカンポ　ド　ポラル　'18
ポルトガル
ヴィーニョ・ヴェルデ

￥1,595
［￥1,450］ 白・微発泡 ロウレイロ、トラジャドゥラ C-3 11.5% 750㎖ 人気が止まらない微発泡タイプのワインです。ファンも多く在庫がなくなることも

度々あります。しっかり果実の中にわずかに発泡を感じ飲み心地抜群です。

465 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 A-1 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発泡感が抜けた2日目も楽しめます。

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

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

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

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

￥2,310
［￥2,100］ 白 シリア、フォンテ・

カル、アリント D-2 13.0% 750㎖ 年間生産量約5,000本のみ樹齢60年以上化学肥料、殺虫剤、除草剤不使用の
体に優しいナチュールワインです。幻のぶどう品種フォンテ・カルを使用しています。

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

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

とミネラルのヒントが感じられます。シャブリ好きの方にも是非お試しいただきたい1本です。

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

￥1,628
［￥1,480］ ロゼ カステラォン、

シラー E-3 12.5% 750㎖ 海風を感じる爽やかなストロベリーロゼ。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。ラベルにちなんでボラや金目鯛とのマリアージュも◎

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

￥1,562
［￥1,420］ 赤 アラゴネス、シラー、

カステラォン H-0 13.5% 750㎖ 家飲みワインにぴったりの安うまワインです。ガーネット色で、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中々ありません。

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

￥1,628
［￥1,480］ 赤 アラゴネス、アルフロシェイロ、

シラー、アリカンテ・ブーシェ H-2 14.0% 750㎖ ストロベリーなど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が良いワインです。ラベルは日本で
もポルトガルでも馴染みある「イワシ」がデザインされています。是非イワシとのマリアージュもお試しください。

472 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㎖ 万人受けワインです。ミネラル、タンニンがありウッディでしっかりとした味わいな
がらも、ソフトで丸みを帯びた口当たりです。見た目もキュートです。

473 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で、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。

474 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］ 赤 ルフェッテ、バガ、 

フォリャ・デ・フィゲイラ H-2 13.5% 750㎖ 年間生産量約5,000本のみ樹齢60年以上、体に優しいナチュールワインで
す。ブラックフルーツ、スパイス、なめし革などのニュアンスがあります。

475 マロ　トージョマロ　ダイアモンド　'15
ポルトガル
ペニンシュラ・デ・セトゥーバル

￥2,398
［￥2,180］ 赤 カステラォン、シラー、アリカンテ・

ブーシェ、カベルネ・ソーヴィニヨン H-3 14.0% 750㎖ 人気が出ることが容易に予測できる、果実味ぎっしりの濃厚な赤ワインです。樽熟成によ
るバニラ、ブラックプラム、バイオレットに、ユーカリやミントの葉のニュアンスがあります。

476 マロ　トージョアモテ　'16
ポルトガル
ペニンシュラ・デ・セトゥーバル

￥2,563
［￥2,330］ 赤 アラゴネス、カス

テラォン、シラー H-3 13.5% 750㎖ アモテ(I love you)という名前の通りの、情熱的でインパクトのあるワインです。色彩も濃いルビ
ー色で、ブラックフルーツやバイオレットのアロマがします。酸も果実味もしっかりした1本です。

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拘り。長期熟成に耐えられる高品
質、樽熟成高級ボルドーを連想させます。余韻も長くとにかくコスパの良さが際立つワインです。

478 シヴィパペルソナリザド　'17
ポルトガル
ペニンシュラ・デ・セトゥーバル

￥3,619
［￥3,290］ 赤 カステラォン H-3 14.5% 750㎖ レッドフルーツ、スパイスやジャムのアロマが広がります。フルボディで濃厚ながらも、丸みのあ

るタンニンの心地よさが人気の秘密です。ラベルがはがきになっている遊び心もGOOD。

479 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します。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な上質な仕上がりで余韻は長く感じられます。

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

￥4,884
［￥4,440］ 赤 ティンタ・ロリス、トゥリガ・

フランカ、ティンタ・バロッカ H-3 13.5% 750㎖ 60年の古木、伝統産地の1級の畑、南向き斜面、最高条件の下栽培されたぶ
どうのみ使用しています。長期熟成可能な高品質ワインです。
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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

ブース�　（オーバーシーズ）ワインコンクールで高評価！ ヨーロッパ金賞受賞ワイン特集
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 メモ タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

ベルコッレ　バローロ　
シンポジオ　’15

イタリア
ピエモンテ

￥2,948
［￥2,680］ 赤 ネッビオーロ H-3 14.5% 750㎖ 【ジルベール＆ガイヤール2019金賞受賞】イタリアワインの王様と呼ばれる「バ

ローロ」。ワインエンスージアスト誌92点獲得しています。

482 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-1 12.0% 750㎖ 【Japan Champagne of the year 2019グランコメット】エントリー総数140

の中から最高賞（グランコメット）を獲得した大変希少な傑作シャンパンです。

483 サン・パトリニャーノ　スタート　NV イタリアエミリア・ロマーニャ
￥2,464
［￥2,240］ 白・発泡 サンジョヴェーゼ D-0 12.0% 750㎖ 【2018Japan Women's Wine Awards “SAKURA” ゴールド受賞】黒ぶどうのサンジ

ョヴェーゼ100％で造った、大変珍しいコク旨タイプのスパークリングワインです。

484 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 D-0 11.5% 750㎖ 【2019Japan Women's Wine Awards “SAKURA” ゴールド受賞】女性醸

造家マルタ氏が造る、エレガントで芳醇な辛口スパークリングワインです。

485 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㎖ 【2019Japan Women's Wine Awards “SAKURA” ゴールド受賞】鮮やかなサーモン

ピンク色のきめ細やかな泡立ちが、食卓を優雅に演出します。中華料理と好相性です。

486 ルイ・レオナール　ブラン・ド・ブラン　NV
フランス
ボルドー

￥1,188
［￥1,080］ 白・発泡 シャルドネ、ユニ・ブラン、セミヨン D-0 11.0% 750㎖ 【2019Japan Women's Wine Awards “SAKURA” ゴールド受賞】イースト香や

洋梨のアロマが溢れる、コスパに優れたフランス産のスパークリングワインです。

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

￥1,100
［￥1,000］ 白・発泡 リースリング C-0 12.0% 750㎖ 【2020Japan Women's Wine Awards “SAKURA” ゴールド受賞】リースリ

ングならではのピュアな果実味が心地良い、癒しのスパークリングワインです。

488 マスティオ・デッラ・ロッジア スプマンテグラン・キュヴェ・ブリュット　NV
イタリア
ヴェネト

￥990
［￥900］ 白・発泡 ガルガーネガ C-2 11.0% 750㎖ 【2019Japan Women's Wine Awards “SAKURA” ゴールド受賞】きめ細やかな泡

立ち、キレのあるドライな果実味、何度もリピートしたくなるスパークリングワインです。

489 ポール・ブルケール　リースリング レゼルヴ
パルティキュリエール　’18

フランス
アルザス

￥1,760
［￥1,600］ 白 リースリング C-0 12.0% 750㎖ 【パリ農業コンクール2019金賞受賞】アルザスの名門が造り出す、ミネラル感

に溢れる上品な味わいを堪能できます。

490 ポール・ブルケール　ゲヴュルツトラミネール
レゼルヴ・パルティキュリエール　’18

フランス
アルザス

￥1,760
［￥1,600］ 白 ゲヴュルツトラミネル C-0 13.0% 750㎖ 【2019Japan Women's Wine Awards “SAKURA” ゴールド受賞】ライチの香りに

溢れ、濃密な果実味とスパイシーな余韻が楽しめる、アロマティックな辛口ワインです。

491 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 、

ソーヴィニヨン・ブラン D-0 13.0% 750㎖ 【2020Japan Women's Wine Awards “SAKURA” ゴールド受賞】今世界で注目
される第4のワイン「オレンジワイン」。どんな料理にも寄り添うオールラウンダーです。

492 テッレ・ディ・テロッサ パッシート　NV イタリアヴェネト
￥1,287
［￥1,170］ 白 ガルガーネガ B-2 13.5% 375㎖ 【2017Japan Women's Wine Awards “SAKURA” ゴールド受賞】収穫後

のぶどうを陰干しにして、糖度を高めたリッチなデザートワインです。

493 エスカル シャルドネ　’18 フランス
ラングドック・ルーション

￥1,188
［￥1,080］ 白 シャルドネ C-0 13.0% 750㎖ 【ベルリン・ワイン・トロフィー2019金賞受賞】トロピカルフルーツのアロマと、

フレッシュでコクのある果実味が見事に調和した白ワインです。

494 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・微発泡 トレイシャドゥーラ、ロウレイ

ロ 、アレント 、アヴェッソ C-0 11.5% 750㎖ 【2019Japan Women's Wine Awards “SAKURA” ゴールド受賞】微発泡
が心地良い、爽やかでアロマティックな白ワイン。デイリーワインに最適です。

495 ブルネッロ ディ モンタルチーノヴァル・ディ・スーガ　’14
イタリア
トスカーナ

￥4,719
［￥4,290］ 赤 サンジョヴェー

ゼ・グロッソ H-3 13.5% 750㎖ 【ベルリン・ワイン・トロフィー2019金賞受賞】偉大な３つの区画で厳選された
ぶどうをブレンド。長期熟成による奥深く素晴らしい余韻をお楽しみください。

496 シャトー・ラ・ベドゥース　’17 フランス
ボルドー

￥1,474
［￥1,340］ 赤 メルロ、カベルネ・

ソーヴィニヨン G-0 13.5% 750㎖ 【ジルベール＆ガイヤール2018金賞受賞】オーガニック農法で造られた不動の
人気を誇るボルドーワイン。まろやかな果実味が楽しめます。

497 OMG　2016 ポルトガル
リスボン

￥1,474
［￥1,340］ 赤 トゥーリガ・フランカ 、カステラン、

アルフロシェイロ、ティンタ・ロリス H-0 14.0% 750㎖ 【セレクション・モンディアル・デ・ヴァン2018金賞受賞】この味わい、まさに
「Oh My God！」。濃厚で複雑味のある赤ワインです。

498 コッレツィオーネ　カベルネ・デッレ・ヴェネツィエ
アパッシーテ　’18

イタリア
ヴェネト

￥1,287
［￥1,170］ 赤 カベルネ・ソー

ヴィニヨン H-0 13.5% 750㎖ 【ベルリン・ワイン・トロフィー2019金賞受賞】果実の凝縮感とスモーキーな
味わいが楽しめる赤ワインです。

499 シャトー・ラ・ロシュ・サン・ジャン　’18
フランス
ボルドー

￥1,188
［￥1,080］ 赤 メルロ、カベルネ・

ソーヴィニヨン H-0 14.0% 750㎖ 【ジルベール＆ガイヤール2019金賞受賞】サスティナブル農法で造り出す、リッ
チでフルーティなボルドーワインです。

500 レ・ミューズ・ド・ラ・ヴィーニュメルロー・カベルネ　’18
フランス
ラングドック・ルーション

￥1,188
［￥1,080］ 赤 メルロ、カベルネ・

ソーヴィニヨン G-0 13.5% 750㎖ 【リヨン国際ワインコンクール2019金賞受賞】なめらかでジューシーな果実味と
柔らかいタンニンが楽しめる赤ワインです。
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承り期間：１０月１４日（水）　11月1日（日）リストの全商品は『阪神オンラインショッピング』からお申し込みいただけます。

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

ブース�　（徳岡）ワイン伝統国フランス＆イタリアの多彩なワイン特集
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 メモ タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

フランソワ　モンタン　ブリュット フランス
ジュラ

￥1,320
［￥1,200］ 白・発泡 コロンバール、ユニ・

ブラン、シャルドネ D-0 11.5% 750㎖ 元シャンパーニュメーカーが造る、シャンパーニュ方式で造られる本格派スパークリングワインです。きめ細かな
泡立ちと、リンゴのような爽やかさ、パンのような香ばしさも感じられるコストパフォーマンス抜群の1本です。

502 リオンドモスカート　スプマンテ　コッレツィオーネ
イタリア
ヴェネト

￥1,144
［￥1,040］ 白・発泡 モスカート B-2 7.0% 750㎖ 瑞 し々いマスカットのような香り、味わいを持つ、口当たりの良い飲みやすい甘

口のスパークリングワインです。

503 テッレ　チェヴィコスプマンテ　メトード　クラッシコ　サンジョヴェーゼ
イタリア
エミリアロマーニャ

￥2,200
［￥2,000］ 白・発泡 サンジョヴェーゼ D-2 12.5% 750㎖ 黒ぶどうから造られ、14カ月の瓶内二次発酵を経た本格派スパークリングワイ

ンです。完熟したぶどうからの凝縮感ある味わいです。

504 アクセル　ド　ヴァロン　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㎖ はちみつやブリオッシュのような香りに果実味も感じられ、華やかで繊細な味わ
いです。ピノ・ノワール主体のエレガントなシャンパーニュです。

505 キアルリ ＤＯＰ　ランブルスコディ　ソルバーラ　セッコ　プレスティージョ
イタリア
エミリアロマーニャ

￥1,144
［￥1,040］ 赤・微発泡 ソルバーラ F-2 10.5% 750㎖ 今年で創業160年のランブルスコ老舗生産者です。辛口で綺麗な酸味とフルーテ

ィさ、程よいタンニンがあり、食事に合わせやすい赤のスパークリングワインです。

506 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 ソーヴィニヨン・

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。
白い花や青草、グレープフルーツのよう。甘み、酸味、苦みの絶妙なバランスです。

507 テッレ　チェヴィコＤＯＣＧ　ロマーニャ　アルバーナ　セッコ　’17
イタリア
エミリアロマーニャ

￥1,485
［￥1,350］ 白 アルバーナ D-1 13.0% 750㎖ ステンレスタンク発酵後、コンクリートタンクで6カ月間熟成しています。凝縮した果実味、

塩味を感じるしっかりとしたストラクチャーで、味わいのスケールの大きさを感じる1本です。

508 ロマルド　グレコＩＧＴ　サレント　シャルドネ　シャール　’18
イタリア
プーリア

￥1,760
［￥1,600］ 白 シャルドネ C-2 13.0% 750㎖ 夏場には、気温が上昇しますが、朝晩はイオニア海とアドリア海からの風が吹き、昼夜の寒暖差を生むため、綺

麗な酸味を湛えたワインとなります。ライムのようなニュアンス。美食の町にふさわしい食事と好相性の1本です。

509 フィリップ　ブシャールシャブリ　’18
フランス
ブルゴーニュ

￥2,112
［￥1,920］ 白 シャルドネ D-2 12.5% 750㎖ キレのある酸味とミネラル感を味わえます。2018年は最良年で、豊富な果実

味が加えられ、ボリューム感も兼ね備えた1本です。

510 フィラドーロフィアーノ　ディ　アヴェッリーノ　’18
イタリア
カンパーニア

￥2,288
［￥2,080］ 白 フィアーノ D-2 13.5% 750㎖ 1,000メートル級の山 を々抱えるカンパーニア州イルピニアで造られるワインです。桃やパイナップル、炒ったヘーゼル

ナッツ、蜂蜜を連想する複雑性があります。塩味豊かなミネラル感、フレッシュな酸味と様々な表情を見せる1本です。

511 クレスマンソーテルヌ　’18
フランス
ボルドー

￥3,300
［￥3,000］ 白 セミヨン、

ミュスカデル B-3 13.0% 750㎖ 貴腐菌によって凝縮されたぶどうから生み出される白ワインです。黄金色でドライフルー
ツや蜂蜜のようなニュアンスがあります。リッチな味わいが口の中に広がる1本です。

512 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。カシス
やブラックベリーのような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。

513 カンティーナ　トッロ　ロッカ　ヴェントーザサンジョヴェーゼ　テッレ　ディ　キエティ　ＩＧＰ　’18
イタリア
アブルッツォ

￥1,056
［￥960］ 赤 サンジョヴェーゼ H-0 13.0% 750㎖ 山と海が近い地域で造られ、少し塩味を感じるミネラルとさくらんぼのようなニュ

アンスがあります。程よいタンニンもあり、肉料理と楽しみたい1本です。

514 ローラン　ミケールクラクソン　ピノ・ノワール　ＩＧＰ　ペイドック　’19
フランス
ラングドック

￥1,408
［￥1,280］ 赤 ピノ・ノワール G-0 13.0% 750㎖ 1791年創業の生産者です。ステンレスタンクとフレンチオークそれぞれで6ヵ月熟成後ブレンドしたワインです。清澄、フィルタリング

は最小限に留め、ぶどう本来の味わいを生かします。野イチゴやフレッシュなチェリーのニュアンス。エレガントな味わいの1本です。

515 クレスマンメドック　’18
フランス
ボルドー

￥1,760
［￥1,600］ 赤 メルロ、カベルネ・

ソーヴィニヨン H-2 14.0% 750㎖ ボルドー最古のブランドを冠したワイン「クレスマン」。醸造チームがぶどう生産にも深く関与し高品質
で安定したワインを生み出しています。柔らかな果実味と程よいタンニンのバランスのよい1本です。

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

￥1,760
［￥1,600］ 赤 ピノ・ノワール E-0 12.5% 750㎖ 統合、カーヴの獲得などを得て、フランスでも有数の規模を誇り、安定した品質のワインを造り出しています。ラズベリーなどのア

ロマに、ほのかにスパイスや甘草などのニュアンスがあります。フレッシュな酸味と果実味があり、軽快でチャーミングな1本です。

517 ロマルド　グレコＩＧＴ　サレント　プリミティーヴォ　プリムス　’16
イタリア
プーリア

￥1,760
［￥1,600］ 赤 プリミティーヴォ H-O 13.5% 750㎖ 夏場には、気温が上昇しますが、朝晩はイオニア海とアドリア海からの風が吹き、昼夜の寒暖差を生むため、綺麗な酸味を湛えたワインとなり

ます。マルメロ、ブラックチェリーのようなニュアンスがします。凝縮した果実味と綺麗な酸味、美食の町にふさわしい食事と好相性の1本です。

518 ヴィニュロン　ド　ビュゼバロン　ダルドゥイル　ルージュ　’16
フランス
ビュゼ

￥2,200
［￥2,000］ 赤 メルロ、カベルネ・ソーヴィ

ニヨン、カベルネ・フラン H-2 14.0% 750㎖ ＳＤＧｓに先進的に取り組むワイナリーです。凝縮した果実味と豊富なタンニン
とコクのあるパワフルな味わいが特徴です。

519 カンティーナ　トッロ　エンメオーモンテプルチアーノ　ダブルッツォ　リゼルヴァ　’15
イタリア
アブルッツォ

￥2,200
［￥2,000］ 赤 モンテプルチアーノ H-3 13.5% 750㎖ 「ガンベロロッソ2020」で最高賞のトレ・ビッキエーリに輝いたワインです。濃

厚な味わいとバランスをあわせ持つ秀逸な1本です。

520 ロッカ　ディ　モンテグロッシキャンティ　クラシコ　’17
イタリア
トスカーナ

￥3,080
［￥2,800］ 赤 サンジョヴェーゼ、カ

ナイオーロ、コロリーノ H-2 13.5% 750㎖ キャンティ・クラシコのフォーミュラをつくったリカーゾリ家の末裔である貴族が
造り出すワインです。そのブレンドの芸術をお楽しみください。

501



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

ブース�　（日欧商事）ワイン大地イタリアから、北部から南部まで様々な土地の個性を表現する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 メモ タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

521 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。

522 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-3 7.0% 750㎖ エレガントな果実を想わせるフレッシュな香りがします。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のスパークリングワインです。

523 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 A-3 7.0% 750㎖ マスカットに、ベリーのニュアンスがプラスされ、アスティがお好きな方にもお勧めです。果

実の香りが特徴で非常にアロマティックなブーケとフルーティな余韻が印象的です。

524 ボッテール　リオ－ネ　デル　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-3 12.0% 750㎖ 和食にも合わせやすいすっきりした白ワインです。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。鶏肉などの白身の肉料理にも最適です。

525 ボッテール　リオ－ネ　デル　ファルコ　ロッソ NV
イタリア
ヴェネト

￥957
［￥870］ 赤 メルロ、

サンジョヴェーゼ E-1 12.0% 750㎖ メルロ主体で果実味たっぷり、酸味控えめの気軽に楽しめるコスパワインです。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！

526 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-3 11.5% 750㎖ デイリー白ワインのイタリア代表“トレッビアーノ種”を使用しています。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のワインです。

527 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 モンテプルチャーノ・ダブ

ルッツォ、サンジョベーゼ E-0 12.5% 750㎖ イタリアワインの“旨安ワイン”の代名詞ともいえる赤ワイン“モンテプルチアーノ・ダブ
ルッツォ”。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辛口のワインです。

528 リオーネ・ディ・ドージシャルドネ　ヴェネト　バリック　’１９
イタリア
ヴェネト

￥1,309
［￥1,190］ 白 シャルドネ D-2 13.0% 750㎖ 樽熟成のシャルドネですが、エレガントさも持ち合わせています。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。

529 リオーネ・ディ・ドージサンジョヴェーゼ　ディ　ロマーニャ　リゼルヴァ　’１６
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-0 13.0% 750㎖ 樽香やワインのコクを楽しめるリゼルヴァ・タイプのデイリーワインです。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が特徴です。

530 リオーネ・ディ・ドージサリーチェ　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-1 13.0% 750㎖ 長期・木樽熟成のコクと旨味を持つリゼルヴァ・タイプのワインです。木樽で最低9～
12カ月間熟成しています。完熟した果実やヴァニラの甘く厚みのある香りが特徴です。

531 リオーネ・ディ・ドージロッソ・モリーゼ・リゼルヴァ　’１５
イタリア
モリーゼ

￥1,309
［￥1,190］ 赤 モンテプルチャーノ H-1 13.0% 750㎖ イタリアを代表する品種モンテプルチャーノを木樽で最低12カ月間熟成したリゼ

ルヴァ・タイプのワインです。イタリアの熟成による深みを味わえるタイプです。

532 レ・キアンティジャーネキアンティ　ロッジャ・デル・コンテ　’１８
イタリア
トスカーナ

￥1,122
［￥1,020］ 赤 サンジョヴェーゼ 、

カナイオーロ・ネロ E-0 12.5% 750㎖ 決して重いタイプの赤ワインではありませんが、重すぎない日々の日本人の食事
にはぴったり合います。実は和食との相性も良い赤ワインです。

533 ブリッコ・アル・ソーレ　オーガニック　グリッロ　’１８
イタリア
シチリア

￥1,408
［￥1,280］ 白 グリッロ C-0 12.5% 750㎖ 日照量の豊富なシチリア生まれの白ワインです。完熟度が高く酸味が控えめになり、

まろやかな味わいで熟した果実の香りも上がり、飲みやすく親しみやすいワインです。

534 ブリッコ・アル・ソーレ　オーガニック　シラー　’１８
イタリア
シチリア

￥1,408
［￥1,280］ 赤 シラー G-0 13.0% 750㎖ ブラックベリーやプラムの果実の凝縮感あるアロマがします。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。

535 プラネタラ・セグレタ・ビアンコ　’１９
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 D-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があります。ライムや、ベルガモット、ピ
ーチ、メロンのような香りと酸味とバランスが良い、フレッシュで広がりのある味わいです。

536 プラネタラ・セグレタ・ロッソ　’１８
イタリア
シチリア

￥2,013
［￥1,830］ 赤 ネーロ・ダヴォラ、メルロ、

シラー、カベルネ・フラン G-0 13.0% 750㎖ シチリアの固有品種と国際品種をブレンドしています。ベリーやコショウのアロ
マ、滑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。

537 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 C-0 12.0% 750㎖ 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。

538 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、

ラボーゾ G-0 12.0% 750㎖ スミレや熟した赤い果実の複雑な香りがします。さわやかな酸味と柔らかいタンニンとのバラ
ンスが魅力的です。チェリーやラズベリーの味わいがあり、長い余韻を楽しめるワインです。

539 フェウディ・ディ・サングレゴリオラクリマ・クリスティ・ビアンコ　’１９
イタリア
カンパーニア

￥2,420
［￥2,200］ 白 ファランギーナ、

コーダディヴォルペ D-0 13.0% 750㎖ キリストの涙が落ちた所から生えたぶどうの樹から生まれたといわれる伝説のワインです。カ
ンパーニアの火山性土壌のミネラルが、このワインの旨味を生み出している白ワインです。

フェウディ・ディ・サングレゴリオ
ラクリマ・クリスティ・ロッソ　’１７

イタリア
カンパーニア

￥2,420
［￥2,200］ 赤 アリアニコ、

ピエディロッソ G-1 13.0% 750㎖ キリストの涙が落ちた所から生えたぶどうの樹から生まれたといわれる伝説のワ
インです。あまやかなタンニンが心地良く、なめらかな味わいが特徴です。540



承り期間：１０月１４日（水）　11月1日（日）リストの全商品は『阪神オンラインショッピング』からお申し込みいただけます。

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

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 メモ タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

リコッサ
バルベーラ・アパッシメント　’16

イタリア
ピエモンテ州

￥1,969
［￥1,790］ 赤 バルベーラ G-3 13.5% 750㎖ 「2018ベルリンワイントロフィー金賞」ぶどうを陰干しして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。

542 リコッサバルバレスコ　’16
イタリア
ピエモンテ州

￥3,025
［￥2,750］ 赤 ネッビオーロ H-2 14.0% 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。

543 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㎖ ライムやシトラスをはじめとしたフルーツと、かすかなトーストやカシューナッツの香

りがあり、果実の爽やかさと控えめなオークで瑞 し々いフィニッシュのワインです。

544 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。

545 ＫＷＶラボリーシラーズ
南アフリカ共和国
西ケープ

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

す。まろやかな口あたりとシルキーなタンニンが優雅な印象を与えてくれます。

546 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

￥2,475
［￥2,250］ 白・発泡 シャルドネ、ピノ・ノワール C-2 12.0% 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事が出来ます。

547 パスクアオーガニック　ネーロ・ダヴォラ　シラーズ　シチリア
イタリア
シチリア

￥1,298
［￥1,180］ 赤 ネーロ・ダヴォラ、

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

548 パスクアプロセッコ　スプマンテ　エキストラ・ドライ
イタリア
ヴェネト州

￥1,529
［￥1,390］ 白・発泡 グレーラ C-2 11.0% 750㎖ プロセッコの品種の特徴であります、フレッシュさを大事にするため、醸造はシャルマ方式に

て行われます。フレッシュな酸味と果実本来のフルーティな味わいをお楽しみいただけます。

549 パスクアP.L.A.I.　トゥールビヨン　フリッツァンテ
イタリア
ヴェネト州

￥1,254
［￥1,140］ 白・微発泡 ソーヴィニヨン・ブラン、

ピノ・ネロ、ピノ・ビアンコ A-2 11.0% 750㎖ やや甘口（demi-sec）の微発泡白ワインです。みずみずしくフレッシュで溌剌とした味わい
で、アプリコットやゴールデンデリシャスアップル、洋ナシのチャーミングな香りが特長です。

550 フライシャーゲヴュルツトラミネール　’18
フランス
アルザス

￥2,365
［￥2,150］ 白 ゲヴュルツトラミネル D-1 14.0% 750㎖ ゲヴュルツらしいライチの香りが非常に印象的で、バラの花の香りやほのかにスパイシー

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

551 シャトー　シッサン　’18 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、カベルネ・フラン H-2 14.0% 750㎖ 熟成はステンレスタンクで10カ月間行われます。口当たりはじつにまろやかで芳
醇。味わいに厚みがあり、味付けの濃い料理と好相性です。

552 パスクアファミリアパスクア　パッシメント　ビアンコ　’17
イタリア
ヴェネト州

￥2,244
［￥2,040］ 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。

553 アポシック・レッド アメリカ
カリフォルニア

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

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

554 カステルブランブリュット　レセルヴァ スペイン ￥1,738
［￥1,580］ 白・発泡 パレリャーダ、マカベオ、チャレロ C-2 11.5% 750㎖ 瓶内二次発酵24～30カ月。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。

555 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-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。

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

トゥルガウ、ケルナー B-0 10.5% 750㎖ 緑がかった淡い黄色でレモンやりんご、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。

557 ブリーロゼ　ピノノワール ドイツ ￥1,452
［￥1,320］ ロゼ ピノ・ノワール主体 D-1 12.0% 750㎖ 新鮮なラズベリーの香りがします。爽快でフルーティーな味わいで柔らかい酸味

と心地よいフィニッシュが特長です。

558 ヴィーニャ・カサ・シルヴァカルメネール・カベルネ　’16
チリ
コルチャグア・ヴァレー

￥1,529
［￥1,390］ 赤 カルメネール、カベル

ネ・ソーヴィニヨン F-0 14.5% 750㎖ IMO(スイスオーガニック認証機関)認定の有機栽培法で造られたブドウを使用し
た赤ワインです。凝縮した果実の香りに、スパイスや黒胡椒の風味が特長です。

559 ディアマンデスペルリータ　’17
アルゼンチン
メンドーサ

￥2,475
［￥2,250］ 赤 マルベック、シラー H-2 14.0% 750㎖ マルベックの濃厚でボリューム感のある味わいをそのままに、滑らかさのあるシラーをブレンドする事

でフルボディでリッチな仕上がり、かつボルドースタイルのエレガントさやチャーミングな印象です。

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

￥1,254
［￥1,140］ 白 トラミネール、

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。
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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

ブース�　（モトックス）コストパフォーマンス高すぎでごめんなさいワイン特集
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 メモ タイプ 主要品種 味わい ALC 容量 コメント

561 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があります。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。

562 サンテロアスティ　セッコ　９５８ ＮＶ
イタリア
ピエモンテ

￥1,232
［￥1,120］ 白・発泡 モスカート・ビアンコ C-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。

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

￥1,100
［￥1,000］ 白 シンフォニー C-0 12.0% 750㎖ シンフォニーはマスカット種とグルナッシュ・グリ種の交配によって生まれたアメリカ原産品種を使用

しています。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。

564 バートン・ヴィンヤーズメタル　ソーヴィニヨン・ブラン　’19
オーストラリア
サウス・オーストラリア

￥1,100
［￥1,000］ 白 ソーヴィニヨン・ブラン D-0 12.5% 750㎖ ライムやグースベリー、熟したパプリカのアロマを持ち、クリスピーなライム、パッションフ

ルーツなどの清 し々い果実味とライムの皮のような苦味、長い余韻を持つワインです。

565 バートン・ヴィンヤーズメタル　クラシック　シャルドネ　’18
オーストラリア
サウス・オーストラリア

￥1,100
［￥1,000］ 白 シャルドネ D-0 13.5% 750㎖ グレープフルーツやパイナップル、白いバラのようなアロマと心地よいオーク香を持ちま

す。レモンやカシューナッツの風味も現れ、ソフトでクリーミーな口当たりが特徴です。

566 ヴィル・ブドゥレアスカヴァイン・イン・フレイム　シャルドネ　’19
ルーマニア
ムンテニア

￥1,320
［￥1,200］ 白 シャルドネ D-0 14.0% 750㎖ 力強いトロピカル・フルーツの香りに、バニラのニュアンスがあります。厚みのあ

る果実感に、心地よい酸としっかりとした樽感が感じられます。

567 Ｇ．ローゼン　ヴィッラ・ローゼン　モーゼル　リースリング　’18
ドイツ
モーゼル

￥1,485
［￥1,350］ 白 リースリング C-0 8.5% 750㎖ キレのよい酸味と程よい甘味が抜群のバランスです。

568 ヴィル・ブドゥレアスカプレミアム　タマイオアサ・ロマネアスカ　’18
ルーマニア
ムンテニア

￥1,540
［￥1,400］ 白 タマイオアサ・ロ

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

569 ラ・シャブリジェンヌシャブリ　ラ・ピエレレ　’18
フランス
ブルゴーニュ

￥2,420
［￥2,200］ 白 シャルドネ D-0 12.5% 750㎖ エレガントなリンゴや洋ナシのアロマが香り立ち、口中で見事な質感を感じるこ

とが出来るワインです。

570 ミンコフ・ブラザーズサイクル　ピノ・ノワール　’17
ブルガリア
トラキアン・ヴァレー

￥1,100
［￥1,000］ 赤 ピノ・ノワール H-0 12.5% 750㎖ 品質志向で知られるワイナリーによるピノ・ノワール。チェリーを想わせる赤果実

の芳醇な香り、柔らかい口当たりと果実味豊かな余韻が心地よいワインです。

571 ヴィル・ブドゥレアスカ　ヴァイン・イン・フレイム　カベルネ・ソーヴィニヨン　’18
ルーマニア
ムンテニア

￥1,320
［￥1,200］ 赤 カベルネ・ソー

ヴィニヨン H-0 14.0% 750㎖ カシスやブラックベリー、爽やかな新緑のような香りに、黒コショウのニュアンスが
します。酸は心地よく、しっかりとした果実味にまろやかなタンニンが感じられます。

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　プリミティーヴォ　オーク樽熟成　’18

イタリア
プーリア

￥1,320
［￥1,200］ 赤 プリミティーヴォ、

ネグロアマーロ H-3 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。

573 ドメーヌ・ポール・マスラ・フォルジュ・エステイト　カベルネ・ソーヴィニヨン　’19
フランス
ラングドック＆ルーシヨン

￥1,320
［￥1,200］ 赤 カベルネ・ソー

ヴィニヨン H-0 13.5% 750㎖ 厳選したカベルネ・ソーヴィニヨン種のみを使用し、オーク樽で熟成させたワイ
ンです。芳醇な味わい、重厚でしっかりとしたボディが特徴です。

574 ヴィル・ブドゥレアスカプレミアム　フェテアスカ・ネアグラ　’16
ルーマニア
ムンテニア

￥1,540
［￥1,400］ 赤 フェテアスカ・ネ

アグラ H-2 14.5% 750㎖ 熟したブラックベリーに力強い黒コショウ、クローヴの香りがします。力強い黒ス
グリの果実味にシルキーなタンニンが感じられます。

575 ファミーユ・ラプラスレ・ドゥ・ヴァッシュ・ルージュ　’17
フランス
シュッド・ウエスト

￥1,628
［￥1,480］ 赤 タナ H-1 13.5% 750㎖ マディランの名手、ラプラス家が造る濃厚な赤紫色のワインです。力強い果実味とタンニンを持つ

品種、タナの力を引き出しつつ、タンニンを滑らかに仕上げており、料理との相性が良い１本です。

576 アイアンストーン・ヴィンヤーズアイアンストーン　ジンファンデル　’18
アメリカ
カリフォルニア

￥1,628
［￥1,480］ 赤 ジンファンデル H-2 14.5% 750㎖ 古木から生まれるバランス感が素晴らしいジンファンデルです。ラズベリーやブラックペッパー

のスパイシーな風味と程よいオーク香、バニラ香を持つ、複雑かつ奥行きのある赤ワインです。

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

￥1,760
［￥1,600］ 赤 カベルネ・ソー

ヴィニヨン H-1 13.5% 750㎖ ラ・フォルジュ・エステイトの畑の中でも最上の区画から造られるワインです。
重厚な果実味と深い芳醇な味わいの満足感の高い1本です。

578 シャトー元詰ムーラン・ディッサン　’14
フランス
ボルドー

￥2,376
［￥2,160］ 赤 メルロ、カベルネ・

ソーヴィニヨン H-1 13.0% 750㎖ マルゴー格付3級のシャトー・ディッサンの造るスペリュール。ディッサンよりメル
ローの比率が多く、口当たりもソフトでまろやかな味わいです。

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

￥2,464
［￥2,240］ 赤 ネッビオーロ H-3 14.0% 750㎖ 熟したいちごの甘い香りがします。ミネラル、ホワイトペッパーのアクセントで、松脂っぽいニュアンスがありま

す。タンニンがしっかりとあり、しまった印象です。バニラや杉のようなフレーバーの余韻が長いワインです。

580 フェウド・アランチョエドニス　リゼルヴァ　’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

深い香りがします。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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※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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フランスワインラバーズに捧げる
一押しワイン特集

［ベリータ］

Japan Women's Wine Awards
“SAKURA”ゴールド以上の
受賞歴をもつワイン特集 

ぶどうの個性にクローズアップ！
人気のピノ・ノワールと
他品種飲み比べ特集［日本酒類販売］

ぶどうの個性にクローズアップ！
人気のピノ・ノワールと
他品種飲み比べ特集［日本酒類販売］

甘口から辛口まで
ドイツのこだわり生産者特集
［稲葉］

こだわり生産者の
スタンダード＆プレミアムワイン特集

［稲葉］

珠玉のワインが大集合！ 
国内各地の日本ワイン特集
［エーデルワイン・まるき葡萄酒ほか］

バラエティ豊かなワインが大集合！
フルーツ王国・山形で造られるワイン特集

［高畠ワイナリー］

人気の甘口ワインから本格派ワインに加え、
注目の新着ワインは要チェック！
山形と宮崎の日本ワイン特集

［朝日町ワイン・都農ワイン］

ヨーロッパ、オセアニアのコスパ重視の
お値打ちワイン特集

［GRN］

家飲みをもっと楽しく！
食とあわせるフランスワイン特集　

［三陽物産］

バラエティに富んだぶどう品種を
ピックアップ！ぶどう品種飲み比べ特集　

［ヴァンパッシオン］

～ワインで巡るイタリア紀行～
イタリアワイン産地特集 

［モンテ物産］

南北イタリアのバラエティに富んで
嬉しくなるワイン特集

［メモス］

南北イタリアのバラエティに富んで
嬉しくなるワイン特集

［メモス］

ぶどうの凝縮感を楽しめる
秋冬おすすめワイン特集
［マルカイコーポレーション］

迷ったらコレ！ソムリエが厳選した
ハイクオリティーワイン特集
［モトックス］

クラシックワールドにニューワールド！
世界周遊ワイン特集
［ファインズ］

お家で飲みたい！本格濃旨ワイン特集
［三国ワイン］

ぶどう名産地山梨県より　
食卓に寄り添うワイン特集

［モンデ酒造］

世界各国の銘醸地
エレガントワイン特集

［三国ワイン］

世界の濃旨ワイン特集
［モトックス］

家飲みにおすすめのワイン特集
［エノテカ］

南アフリカワインの魅力満載！
コストパフォーマンスワイン特集！

［マスダ］

南アフリカワインの魅力満載！
コストパフォーマンスワイン特集！

［マスダ］

ポルトガルの濃厚リッチな赤ワインと
冬にも飲みたくなる白ワイン特集　

［ポルトガル・トレード］

ワインコンクールで高評価！
ヨーロッパ金賞受賞ワイン特集

［オーバーシーズ］

“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］

コストパフォーマンス高すぎで
ごめんなさいワイン特集

［モトックス］

ワイン大地イタリアから、北部から南部まで
様々な土地の個性を表現する
イタリアワイン特集［日欧商事］

ワイン伝統国フランス＆
イタリアの多彩なワイン特集

［徳岡］

世界の辛口ワイン＆
濃厚ワイン飲み比べ特集

［飯田］

各ブース紹介


