9月のおすすめワイン（白）
1

ファルネーゼ

参考小売価格
(400869)

ファンティーニ

¥1,300

8

トレッビアーノ

納入価格
（税別）

参考小売価格
(410375)

¥1,013

ムーラン ド ガサック

参考小売価格
(320008)

¥1,600

9

テラス ド ギレム ＶＶ ブラン
納入価格
（税別）

参考小売価格
(466037)

¥1,750

納入価格
（税抜き）

¥1,700

納入価格
（税抜き）

¥3,200

納入価格
（税抜き）

¥1,695

カセリオ ベンゴエチェア ベンゴエチェ エコロヒコ

¥2,300

納入価格
（税抜き）

¥1,715

チャコリで初めてオーガニック栽培の認定を受けた生産者で、オーガニック栽培の自社ぶどうを
100％使用。年間生産量21,000本の希少ワイン。バスク州の3つのチャコリの生産地のうちの
ひとつ、ゲタリアコ・チャコリーナ。彼らの畑はチャコリ では初めてオーガニック認定を受けており、
家族の健康を考慮し、自然なぶどう栽培が行われています。
内陸という恵まれた気候のもと造られる彼らのワインは、アルコール度数もしっかりと上がり、
シャープな酸だけでなくふく よかさも兼ね備えた、今までにないチャコリです。

11

ラ キュヴェ パパプロヴァンサル ミュスカ セック

参考小売価格
(371491)

10

参考小売価格
(591402)

¥1,234

オーストリアの首都ウィーンから北に約60キロの、ニーダーエスタライヒ州ヴァインフィアテル
に位置します。夫婦二人ともワイン農家の出身で、結婚後にフーグル・ヴィンマーとして創業。
グリューナーフェルトリーナー・クラシックは白い花を思わせるフローラルな香りに、
グレープフルーツやトロピカルフルーツなどの果実の香り、品種由来の白コショウを思わせる
スパイシーなニュアンスがあります。果実味とミネラル感に溢れ、エレガントで
みずみずしいワインです。限定60本のみです。

4

¥1,689

130年続く、コート・ド・ボーヌの老舗メゾン。現当主は5代目のセバスチャン・ルー。醸造を担当する
弟マチューと共にメゾンを運営しています。醸造は伝統的なブルゴーニュ手法によりオーク樽で発酵・
熟成。樽の中でゆっくりと空気と触れあいながら醸造・熟成させる事で、ワインは自然な柔らかさと
特有な口当たりの良さを持つ。「私達のワインは飲み疲れする事なくゆっくりと楽しめる。
それこそがブルゴーニュワインの本来の姿だと思っている」
彼らのワインは作為が全く無い。純粋・無垢でワインそのものの姿が素直に伝わってくる。
古き良き時代のブルゴーニュを彷彿されてくれるワインです。

限定

ヴィンマー グリューナフェルトリーナ クラシック

納入価格
（税別）

ルー ペール エ フィス ブルゴーニュ シャルドネ

参考小売価格
(340166)

¥1,195

ムーラン・ド・ガサックは、ラングドックで唯一とも言われるプルミエクリュクラスの
ワイナリーです。高級ワインの産地にはなり得ないと言われてきた南フランス、
ラングドック地方において、唯一例外的に素晴らしい土壌を獲ることが出来た
ガサックは、現在でも５００を超える種類の葡萄を栽培し、毎年その中から最高の
出来の葡萄を使ってワインを生産しています。ワインの格付けにこだわらず、
品質のみを追求するその姿勢は世界中で評価されています。

3

¥2,600

自然に敬意を払った独自のアプローチで、葡萄本来の個性を丁寧に引き出すポイエル・エ・サンドリ。
北イタリア・トレンティーノを代表するワイナリーです。この地の土着品種であるノジオラの
最高傑作と言われるワイン。標高の異なる2つの畑の葡萄を使い、豊かな酸味と芳醇さを合わせ
持つワインを生み出しています。青リンゴ、干し草、ハチミツ、ナッツなど、フレッシュでありながら、
複雑さのある特徴的な香り。果実味がたっぷりとしていて、芯に存在するミネラルは前面には現れず、
しっとりとやわらか。それでいて、鮮度感のあるしゃきっとした酸が引き締め、上品で繊細な独特の
バランスを楽しませてくれます。ノジオラのワインとしては例外的に5年～10年もの熟成に
耐える高いポテンシャルを備えています。

ファルネーゼのスタンダードラインがファンティーニラインとして変更され、
重厚ボトルでラベルもよりスタイリッシュになりました。
今、イタリアで最も注目すべき生産者「ファルネーゼ」アブルッツォ地方の
代表的な白ワインです。葡萄を0℃以下の場所に置き、しばらく発酵させずに
アロマを綺麗に抽出しています。濃く輝きのある麦わら色、さわやかな味わいの中に
はっきりした個性を持つ飲み口。この価格からは信じられないほどの内容のあるワインです。

2

ポイエル＆サンドリ ノジオラ ドロミティ

トーマス クシネ マカベウ フィンカ ラコンス

参考小売価格
(420107)

¥1,325

¥4,300

納入価格
（税抜き）

¥3,133

カタルーニャ州バルセロナの西約130ｋｍ、コステルス・デル・セグレDO内の人口100人ほど
の小さな村、エル・ビロセルに本拠を置く生産者。トーマス・クシネは20年以上もワイナリー経営
と醸造の経験を積んだ後、小規模でも土地の表現にこだわった高品質なワインを造りたいと、
2003年に自身の名でワイン造りを始めた。適地適品種栽培の研究を重ねて自社畑（30ha）に
植え付けた、15品種余の葡萄の樹齢は10年ほどとまだ若いが、フィンカ・ラコンスのマカベウ
（マカベオ）は1917年と1955年に植えられた古木。ワインは黄金色を含む濃いめのイエロー。
香りは芳醇で複雑性があり、黄色いりんごのジャムやグレープフルーツの皮のコンフィ、
白いスパイスに蜜蝋みつろう、ロースト香、ブリオッシュ、ナッツなどの香りが調和。
まろやかでふくよかな果実味から、広がりでも豊かさが感じられ力強い印象。

南フランスのミュスカ（マスカット種）をセック（辛口）でつくるフレッシュな白ワインです。
アヴィニョンとモンペリエの間の海に近い砂質土壌の畑。古典的なハチミツのニュアンスと塩気を
感じる酸味が合体しユニークなスタイルが生まれます。シンプルな醸造。グレープフルーツ、
レモン、ライチ、杏、マスカットの香りを美しいハチミツのキャラクターが包み込み、口に含むと
ワインは驚くほどドライで、果実味に活気を与えるピリッと効いた塩気を含む酸味があります。

オススメ！スパークリング・ワイン

5

1

リンゲンフェルダー リースリング バードラベル

参考小売価格
(383517)

¥1,700

納入価格
（税抜き）

参考小売価格
(470546)

¥1,325

2

エミール ベイエ アルザス コート デギスハイム トラディション

参考小売価格
(351423)

¥1,890

納入価格
（税抜き）

ワルタリア ダナエ ファランギーナ ベネヴェンターノ

参考小売価格
(411030)

¥1,800

納入価格
（税抜き）

¥1,385

2004年に創業という新しいカンティーナのワルタリアは、カンパーニア州ベネヴェント県の
グアルディア・サンフラモンディに位置する。カンティーナの名前はこの町のいにしえの名称で
ラテン語での表記WALDA（イタリア語のGuardareに相当）に由来する。
爽やかなハーブ香をたたえ、伸びやかな酸味はまさにファランギーナの個性を忠実に再現。
火山岩土壌由来のミネラル分も感じカンパーニアらしい一本。コストパフォーマンスも
高くピッツエリアのみならず定番ワインとして一押し。

納入価格
（税別）

¥1,310

限定

ヒトミ Ｈ３ パピヨン１３ ロゼ

参考小売価格
(582999)

¥1,350

¥1,600

納入価格
（税別）

¥1,464

長野産巨峰・岩手産キャンベルスを使用。きれいなベリーの香りが漂い、溌溂とした泡と共に
味わえる野趣たっぷりの「にごりタイプ」田舎式微発泡ワインです。未加熱の為、生きている酵母
の作りだす旨味成分により円やかさが増え、独特の味わいが楽しめます。「醸し」によるロゼの
方向で作りました。醸しによる種からの抽出された味わいが基調とされ、また果皮からの旨味を
素直に感じるアタックがタンニン感の少ないフルーティな香りとともに味わえます。醸しによる
「旨味」が軽快な泡とともに味わえ、葡萄の「旨味」の成分が絶妙なバランスで表現されて
いるのを見つけて頂ければ幸いです。2013年度産は8000本のみの限定品です。

フランスのアルザスのピノ・ブラン８５％、ミュスカ１５％ のブレンド。
ふっくらした優しい果実味からスタートし、酸もあり、少し大きめのグラスで飲むと、香りと味わい
はさらに広がりを見せボリューム満点でゴージャス感さえ感じさせてくれます。口当たりは
滑らかで、ツヤを感じ、白い花と桃、リンゴやライチなど、華やかでフレッシュな香りが広がります。
豊かな果実味に、最後ほんの少しだけ感じるビター感が味わいを引き締め
軽やかさと華やかさを備えた絶妙なバランスは非常に使い勝手が良い味わいです。

7

¥1,650

限定

デューンズ＆グリーンは個性と華やかさを兼ね備えたスパークリングワインを生産するため、
南オーストラリアの最も上質な地域でブドウを栽培しています。優雅で快活なワインメーカー、
テレサ・ヒューゼンローダーによって生み出される洗練されたワインです。マスカット種はワインの
タイプで収穫を分けることがあり、モスカートのようなフレッシュで溌剌としたワイン用のブドウを
最初に収穫し、酒精強化ワイン用のブドウは後から収穫します。そこから“split pick” (分割して収穫）
という名前を付けました。涼しい夜に収穫し、フレッシュさやアロマを保つため、果汁ができる限り
空気に触れないように注意を払います。アロマティック酵母で低温発酵させることで、
マスカットの持つ愛らしい香りを保つことができます。自然な酸と糖度の完璧なバランスを
維持するため、早い段階で発酵を止めます。ほのかに甘いロゼは女性に人気の泡です。

ドイツのファルツ地方、ミッテルハートにあたる、ダイデスハイム村やフォルスト村の直ぐ
北に位置するグロスカールバッハの村で、ワイングートを営んでいるリンゲンフェルダー家は、
以前はアイスワインやベーレンアウスレーゼまで造る個人生産者で、ロバート パーカー Jr.の
「バイヤーズガイド5版」で5ッ星生産者として名を挙げられていました。現在は、アイスワインや
ベーレンアウスレーゼといったものは造らず、クリーチャー（生き物）ラベルに代表される
買い葡萄を用いて瓶詰めしたアイテムなど、より日常で飲むワインに軸足を移しています。

6

デューンズ＆グリーン モスカート スプリット ピック

限定

3

シャルル エイドシック ブリュット レゼルヴ ＮＶ

参考小売価格
(590008)

¥7,500

納入価格
（税別）

¥5,055

1851年にシャルル=カミーユ・エドシックが自らの理想を実現するべく設立したシャンパーニュ・メゾン。
創業以来、妥協なき高品質を貫いてきたシャンパーニュは、2012年にさらなるプレスティージュ性
をまとって登場。厳選された60のクリュ、40%ものリザーヴワイン、3年以上にわたる自社クレイエール
(地下採石場跡)での長期熟成という品質へのこだわりに加え、生まれ変わったスタイリッシュな装いは、
アントレプレナーであり、冒険家であり、実証主義者であった創設者シャルル=カミーユが体現した
カリスマティック・ダンディーな姿を見事に表現しています。複雑さ、深み、スムースさが絶妙に
からみながらも、正確性と優れた繊細さが実現された独特でなめらかな味わいは、
まさに洗練されたダンディーな男のためのシャンパーニュ。

※ ご案内のワインは豊富に在庫しておりますが、一部限定のアイテムもございます。品切れの際は恐れ入りますがご了承下さい。
※今年の秋の大試飲会は10/8（水）13：00～20：00 グランドハイアット福岡3Ｆグランドボールルームにて開催致します。詳しくはダンガミＨＰもしくは案内状にてご確認ください

限定

9月のおすすめワイン（赤）
1

限定

デリカート オートレッド ピノノワ-ル

参考小売価格
(447051)

¥1,250

納入価格
（税別）

¥955

カリフォルニアのコストパフォーマンス抜群のピノノワールが入荷しました。
生産者のデリカート・ファミリーはシチリアの出身、3代に渡りカリフォルニアの地で
ぶどう栽培ワイナリーオブザイヤーに3度も選ばれるなど評価の高い生産者です。
今回はワイナリの終売に伴う大特価にて入荷しました。ピノ・ノワール81%.ルバイアード4.1%
シラー3.8%.プティ・シラー2.2%サンジョヴェーゼ1.5%その他7.4%赤い果実を想わせる丸みの
ある口当たりにヘーゼルナッツやマッシュルーム，微かにバニラのようなオークの風味が心地よ
い。
繊細なボディとエレガントなタンニンを持ちフィニッシュは柔らかくクリーンな味わいです。

2

¥1,570

納入価格
（税別）

¥1,221

フランス・南西地方の4つの協同組合が2006年に統合され誕生した、南西地方を代表する
ワイン生産者。組合員（葡萄生産者）は680人、葡萄畑の総面積1570ha、年間生産量27万hl。
元来、葡萄栽培に適した土地、新たな栽培技術とワイン製造技術の導入によって
高品質でコストパフォーマンスに優れたワインを送り出している。このデーモンノワールは
カオールの近くにあるテラス状の石灰土壌の畑で収穫されたマルベックを使用し、
まろやかなタンニンを残したまま果実味を最大限に引き出すように造りました。
バニラ香がして、ブラックベリーなどのジャミーな香りと味わい。

3

ラ カーヴ デ オンズ コムーネ ブケタン ルージュ

参考小売価格
(411406)

¥1,900

納入価格
（税別）

¥1,234

990年に設立され、現在13の契約農家を取り仕切る協同組合のワイナリー。
畑は基本的に有機栽培、土壌は火山灰土壌。この土地を知り尽くしたプロフェッショナルである
契約農家は、この自然と文化に敬意を払い、自然との共存を第一に農業を営んでいます。
1700~1800年代から栽培されているプディアルヴァン、フミン、プティルージュなどの
土着品種の栽培、伝統を受け継ぐことに積極的に取り組んでいます。
プティルージュ、ガメイ主体。淡いルビー色。フレッシュな果実味豊かな香り、程よい酸が
ありタンニンは少なくまろやか。精細な味わい。

4

ブラックストーン ワインメーカーズ セレクト メルロー

参考小売価格
(440603)

¥1,680

納入価格
（税別）

¥1,310

1990年以来、ブラックストーン・ワイナリーはワイン愛好家のために毎日飲んでも飲み飽きない
親しみやすいワインを提供しています。揺るぎない品質と価値をもった、壮麗かつ品種の特徴を
反映したボトリングを行っており、ブラックストーンを信頼するワイン愛飲者の忠実なファン層を
築き上げました。人気の高いワインメーカー・セレクトからは、アメリカでベストセラーのメルロー
を含めた3種類を取り扱っています。一貫して、スタイリッシュで調和のとれたヴァラエタル・ワイン
を造り続けて20年、ブラックストーン・ワイナリーでは、味わいこそが全てです。もし、そのワインを
美味しいと感じれば、それこそが“良いワイン”なのです。ブラックストーンの職人技術が、一貫性の
ある、なめらかでバランスのとれた、どのようなシチュエーションでもお楽しみいただけるワインを
生みだしています。

5

参考小売価格
(401927)

¥2,300

納入価格
（税別）

¥1,695

イタリア・マルケの小さいつくりてですが、印象に残るワインです。
モンテプルチャーノ50%、サンジョヴェーゼ50% 黒系の小さい果実に
赤い果実のニュアンスが混じりミネラル感とほのかな果実の甘み。バランスの良い
このクラスとしては非常にお得な上質な大人の味わい。

6

ルー ペール エ フィス ブルゴーニュ ピノノワール

参考小売価格
(359860)

¥3,200

納入価格
（税別）

¥1,695

伝統的なブルゴーニュ手法によりオーク樽で発酵・熟成。樽の中でゆっくりと空気と触れあいながら
醸造・熟成させることで、自然なやわらかさと、繊細な口あたりのよさを持ったワインが生まれます。
「私達のワインは飲み疲れする事なくゆっくりと楽しめる。それこそがブルゴーニュワインの本来の姿
だと思っている」と語られるルーのワインは、作為が全く無く、純粋・無垢で、古き良き時代の
ブルゴーニュを彷彿されてくれる味わいです。鮮やかなルビー色をしていて、ラズベリーやチェリー
の心地良い香りがします。時間が経つとスパイスやマッシュルーム、下草のニュアンスを感じさせ
るら香りも。口あたりとてもやさしく、小さな赤い果実の果実味と心地良い酸味、やわらかな渋みの
バランス絶妙！まさにブルゴーニュのピノノワールならではのおいしさが楽しめます。

7

参考小売価格
(407124)

¥2,800

納入価格
（税別）

¥1,964

「ポデーレ・ラ・カッペッラ」はイタリア・トスカーナ州キアンティの中心部、サンドナート村に
ある小さなワイナリーです。サンジョヴェーゼ 80%/メルロー 20%
ビオロジックかつノン・フィルターでありながら、上品で繊細な味わい。
鉛筆や鉄っぽい、鉱物的なニュアンス。完熟したブラックチェリー、スパイスの奥深い香り。
柔らかい口当たりに上品な酸。滑らかで可愛らしい果実味が心地よい。

納入価格
（税別）

¥2,034

テヌータ テッレ ノビリカリーリオ ヴァッレ デル クラーティ

参考小売価格
(411058)

¥2,700

納入価格
（税別）

¥2,095

イタリア・カラブリア州のマリオッコ･カニーノ 50%、マリオッコ･ドルチェ 50%の珍しい赤ワインです。
ダークチェリーやブラックベリー、カシス等の果実香が主体。杜松の実の香りも感じる。黒胡椒と
クローヴなどのスパイス香も微かに感じる。豊かな果実味と高いアルコール感が口いっぱいに
広がる。しっかりとしたタンニン分をもっている。伸びのある酸味が綺麗なフィニッシュを生む。
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ルー ペール エ フィス メルキュレ ラ ペリエール

参考小売価格
(340168)

¥4,200

納入価格
（税別）

¥2,495

5代目のセバスチャン・ルー率いる家族経営のつくりて、急ぐことなくゆっくりと畑を増やし
区画の知名度にとらわれることなく土壌の調査や葡萄樹の状態を慎重に確認しながら
本当のポテンシャルのある小さな区画だけを選んでいます。このメルキュレ・ペリエールは
自社畑ですが、ネゴシアンものも47の栽培家と長期契約するなど年毎の品質の安定感は
抜群です。伝統的な飲み疲れることなく自然な柔らかさのあるゆっくりと楽しめる味わいです。
年末での特別価格です。
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ルー ペール エ フィス

参考小売価格
(359859)

¥4,500

サントーバン レ ボーパン
納入価格
（税別）

¥2,595

ルー・ペール・エ・フィスは１８８５年より続くコート・ド・ボーヌの老舗メゾン。
本拠地のサン・トーバンを中心に１３の村に合計７０ヘクタールを所有。また４７の栽培家と
長期契約を結び、共同して作業する事でドメーヌと同じ品質の葡萄を手に入れる事が出来ている。
『ブルゴーニュで新樽の使用がもてはやされた時代も、父達は伝統的な醸造方法を変えようとは
しなかった。これからも祖父や曽祖父と同様に変わらない味わいのブルゴーニュワインを造って
行きたい』ルーのワインは時代に媚びる事の無い伝統的ブルゴーニュスタイル。実直なミネラルと
素朴な果実味がブルゴーニュ本来の味わいを思い出させてくれる。食事と合わせる事で真価を
発揮するワイン。年末までの大特価。ブルゴーニュワインが高騰している中で貴重なワインです

限定

ベナンティ ネレッロマスカレーゼ

参考小売価格
(410381)

¥3,800

納入価格
（税別）

¥2,595

ベナンティのモノヴィティーニョ＝単一品種シリーズ。樹齢60年の畑のネレッロ・マスカレーゼ
から造られるワイン。エトナの北側、グアルディオーラ地区、標高700mに位置する透明度の
高い色合いで、香りには、煮詰めた苺や、茶色いスパイス、そして独特の強さのあるミネラルが
しっかり感じられます。まだまだ果実の力もありながら、落ち着きを見せ始めていて、
ネレッロ・マスカレーゼらしい奥行きと透明感が表現されています。単一品種だからこその
ピュアな味わいをお楽しみください。限定の特別価格です。
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ドゥエマーニ チフラ

参考小売価格
(406908)

¥3,500

納入価格
（税別）

¥2,673

トスカーナの海沿いのボルゲリから程近いリパルベッラの地から、ビオディナミ農法で育てられた
カベルネ・フラン100%の赤ワイン「ドゥエマーニ」（二つの手の意味）をリリースしイタリアのみならず
世界中から熱い注目を集める新進気鋭のワイナリー、「ドゥエマーニ」。
天才ルカ・ダットーマが造る驚愕のベースワイン。カベルネフラン=青臭い、というイメージを
覆しました。セメントタンクでの熟成で、ピュアなフルーツ香が楽しめます。鮮やかなパープルで、
フレッシュ感に満ち溢れており香り豊か。地中海のドライハーブやアメリカンチェリーを
口に入れたような完熟の甘酸っぱさとピュアで細かく豊富なタンニンがあります。
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ラ カッペッラ ポッジョ カンポローネ

¥2,700

ローマ近郊のモンテポルツィオ・カトーネにて1920年代より代々ワインとオリーブオイル造りを
営んでいたメルジェ家。1996年、3代目にあたるアルマンド・メルジェは誰にも負けない
エレガンスとクオリティをポリシーに掲げ、ポッジョ レ ヴォルピ社を創業しました。
こちらはイタリア・プーリア州のサレントＩＧＴです。葡萄の実を破砕せず丸ごとベルトコンベアーで
タンクに入れ込み温度調整しながら２０～３０日間かけて発酵を行う。ガーネットがかった赤。
シナモンやアーモンドの詰め物をした乾燥イチジクの印象を伴なった、熟した赤い果実の
ジャミーなアロマに複雑で、豊満な風味の良い味わい。優れたボデイがある。
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ボッカディガッビア ロッソ ピチェーノ

ポッジョ レ ヴォルピ タトール プリミティーヴォ

参考小売価格
(410092)

9

ヴィノヴァリー デーモンノワール

参考小売価格
(372462)

8

グッチョーネ ジブリル 2011

参考小売価格
(411404)

¥4,500

納入価格
（税別）

限定

¥2,923

グッチョーネはパレルモの15km南、モンレアーレ町のチェラーザ村にあります。ぶどう造りや農業
は１９世紀の初め頃から行っていましたが、ワイン造りを始めたのは現在のオーナーである
グッチョーネ兄弟の父、レオルーカ氏の遺産として15haの畑を受け継いだ2000年から、
と非常に新しいワイナリーです。ネレッロ・マスカレーゼ100%標高450m、1haの
ビオディナミ農法の畑、粘土質土壌。30hlの木樽で自然酵母を用いて発酵、続いて
マロラクティック発酵。大きな木樽で10ヶ月間、その後瓶内で6ヶ月間熟成ベリーやスパイス
ミネラル等複雑な香りが溶け込む。優しい味わいの中にも独特な旨みのあるワイン

※ ご案内のワインは豊富に在庫しておりますが、一部限定のアイテムもございます。品切れの際は恐れ入りますがご了承下さい。
※今年の秋の大試飲会は10/8（水）13：00～20：00 グランドハイアット福岡3Ｆグランドボールルームにて開催致します。詳しくはダンガミＨＰもしくは案内状にてご確認ください

