6月のおすすめ ⽩ワイン
※ 在庫は潤沢にご⽤意しておりますが、売れ⾏きや⼀部限定商品により⽋品や完売の場合がございます。ご了承ください
※ 表記の納入価格・小売価格は【税別】となっております。

8

ウィッカムズ ロード ギップスランド シャルドネ / ホドルス クリーク エステート
Wickhams Road Gippsland Chardonnay / Hoddles Creek Estate オーストラリア/ヴィクトリア

採算度外視で丁寧に作られる、⽩ワインです。

1

ブエノス ディアス シャルドネ ソーヴィニヨン / ブエノス ディアス
Buenos Dias Chardonnay Sauvignon Blanc / Buenos Dias

チリ / セントラルヴァレー

⼈為的な技術を、極⼒加えることなく、ワインに⼈⽣のすべてを捧げるフランコ・ダナが
造るシャルドネ。栽培、醸造された彼のワインは、テロワールを忠実に表現しており
はっきりしたグレープフルーツの苦味、溢れんばかりのシトラス。スパイシーなオークを

世界No.1 生産者が息を吹き込んだカジュアルチリワイン

楽しむことができます。ホドルスクリークのセカンドラベル的なこのシリーズは⾼コスパです︕
品種︓シャルドネ

⾼品質で⾰新的なワインの⽣産を目的に、1996年に設⽴され、今⽇、チリを代表する
ワイナリーになり、チリにおけるワインのベンチマークになることを目指しています。

小売価格￥2300

ワイナリーでは、環境保全への取り組みを積極的に⾏い、2013年、チリでは初となる
“BPA認証
品種︓シャルドネ ソーヴィニヨンブラン
小売価格￥900

納入
価格

9

¥720

商品︓461605

ラッチ デ ライム ブランコ / セリェール ピニョル

2

Raig de Raim Blanco / Celler Pinol

スペイン / テラ アルタ

納入
価格

¥1,698

商品︓473028

ロエロ アルネイス / フラッテリ ポンテ
Roero Arneis / Fratelli Ponte

イタリア / ピエモンテ

ロマノ・レヴィ氏によるエチケットが印象的な、家族経営のワイナリー
ロエロとモンフェッラートの間のサン・ダミアーノ・ダスティにカンティナと畑を持つ、フラテッリ・
ポンテは葡萄の特性や個性を⽣かす自然を重視したワイン造りに邁進しています。

スペイン新興地テラ・アルタで NO.1ワイナリーへと躍進しています。

⻩⾦がかった⻩⾊。カモミールなどの花のようなデリケートな⾹り。フレッシュで⻑い余韻が
楽しめるドライな味わい。

「ブドウの稲妻」を意味するラッチ・デ・ライムは、凝縮した果実味が特徴。

品種︓ガルナッチャ・ブランカ マカベオ
小売価格￥1400

納入
価格

小売価格￥2500

¥1,099

商品︓426975

DʼAlamel Sauvignon Blanc / Lapostolle

チリ / ラペル ヴァレー

フランスの伝統とチリのテロワールが結実
1994年グラン・マルニエ創業者のひ孫である、アレクサンドラ・マルニエ・ラポストールと
夫のシリル・ド・ブルネが設⽴したワイナリーです。 グラン・マルニエでの成功体験とフランス
でのワイン造りの経験を活かし、チリのテロワールを重視したワイン造りを⾏っています。
品種︓ソーヴィニヨンブラン
小売価格￥1500

納入
価格

商品︓463909

このワインは、当地で栽培され既に1200年以上の歴史をもつ⽇本固有の品種「甲州」から、
⽇常の幅広い料理と共に気軽に楽しんで頂くことをテーマに醸造しました。お飲み頂くほどに
楽しさが増すワインでありたいと「杯中至楽」と名付けました。

5

納入
価格

11

納入
価格

¥2,080

Verve Chardonnay / Ocean Eight

オーストラリア / ヴィクトリア

¥1,237

オーシャンエイトのオーナー アイルワード家は2004年までモーニングトンのスターワイナリー
“クーヨン”のオーナーでしたが、新しいチャレンジを求めクーヨンを売却し、新しいワイナリーを
始めることになりました。全房発酵で野⽣酵⺟ですがワインはすごくクリーンでモダンな印象。
グレープフルーツなどのシトラスの酸味。そしてミネラル感が素晴らしい白。よくできたシャブリ
のプルミエクリュやピュリニーモンラッシェを想わせます。在庫限りの特価です。
小売価格￥5800

¥2,980

12

サンタカーナ ブルット ロサード / セラーズ モスト ドレ
Santacana Brut Rosado / Cellers Most Doré

カテナの歴史は1902年にニコラ カテナ⽒がイタリアよりアルゼンチンに渡り、メンドーサで
ブドウ畑を開墾したことから始まります。1993年にカテナのセカンドワインとしてリリース。
ブドウはカテナ所有の⽐較的若い畑を中心に、残りはアラセスの栽培責任者によって管理
された買いブドウを使⽤。収量を制限し、⼿摘みで収穫した果実から造られるワインです。

セラーズ・モスト・ドレの歴史は1918年から始まりました。モスト・ドレの所在地は、
バルセロナから⻄に約40km、カバの主要産地である、サン・サドゥルニ・ダノイア
に位置しています。こちらのロサードはシャンパーニュ製法の辛口ロゼスパークリング。
きめ細かい泡沫が、フレッシュな赤系果実の印象と共に口中に心地よく広がります。

納入
価格

¥1,320

品種︓ガルナッチャ、モナストレル、トレパット
商品︓463947

バリスタ シャルドネ / ベルタス フォーリー
Barista Chardonnay / Bertus Fourie

南アフリカ / ウエスタンケープ

小売価格￥1560

13

納入
価格

スペイン / カヴァ

¥1,254

Graham Beck Brut / Graham Beck Wines

南アフリカ / ウエスタンケープ

南アフリカの高品質スパークリングワイン

バリスタシリーズは印象的な⾹りが特⻑で、赤はコーヒー、白はシトラスのフレーバーが
しっかりと表現されています。シトラスと熟した桃の華やかな⾹り。シトラスのニュアンスが
感じられ、セイヨウスグリとヴァニラオークのリッチで⻑い余韻が続く。

南アフリカで最も有名にして、世界に誇る⾼品質スパークリングワインとして、
多くの賛美を浴びてきたワイナリーでマンデラ⽒やオバマ⽒も⼤統領就任の祝いに
飲んだとされる南ア産瓶内⼆次発酵ワイン。ほのかな酵⺟⾹やムース状のきめ細かな泡
と柑橘系の果実味を持つ洗練された味わいが特徴です。

小売価格￥

7

納入
価格

¥1,470

品種︓ピノノワール シャルドネ
商品︓462977

マトゥア マールボロ ソーヴィニヨンブラン / マトゥア
Matua Marlborough Sauvignon Blanc / Matua

ニュージーランド / マールボロ

暑い時期にピッタリのフレッシュな⽩ワインです。

価格

納入
価格

¥1,798

商品︓586653

ガズゥイ / シルヴァン マルティネズ
Gazouillis / Sylvain Martinez

フランス / ロワール

自然な甘みの夏向き微発泡ワイン

ニュージーランドを代表する品種ソーヴィ⼆ヨン・ブランをニュージーランドで初めて
⽣産したワイナリー。ニュージーランドを代表する品種ソーヴィ⼆ヨン・ブランをニュージーランド
で初めて⽣産したワイナリー。フレッシュなハーブのニュアンスとクリスプでシトラスフルーツの
味わい、酸とのバランスが楽しめます。温度が飲み頃になるとラベルにマオリ族の顔模様が
浮かび出てきます。
品種︓ソーヴィニヨンブラン
納入
小売価格￥2000

小売価格￥2450

14

商品︓594553

グラハム ベック ブリュット / グラハム ベック ワインズ

コーヒーピノタージュスタイルの先駆的ワイン･メーカーが贈る「バリスタ」シリーズ

品種︓シャルドネ

商品︓473122

6月のおすすめ スパークリングワイン

商品︓337800

アルゼンチン / メンドーサ

納入
価格

スペインのロサード（ロゼ）カヴァ

6

商品︓371807

ヴァーヴ シャルドネ 2014 / オーシャン エイト

シャトーラフィットのワイン造りの技術をアルゼンチンで実現︕

小売価格￥

フランス / アルザス

200年前に建てられたオールド・セラーが物語る名家でできるだけ自然なワイン造りを
目指しワインづくりをしています。完熟した⻩リン ゴ、洋梨に加え、花の蜜、菩提樹等の
フローラルなニュアンスもある複雑な⾹り。味わいは、ほのかな甘みとバランスのとれた
伸びのある酸味、余韻に心地よいミネラル感が詰まった味わいです。

品種︓シャルドネ

カテナ アラモス シャルドネ / カテナ
Catena Alamos Chardonnay / Catena

品種︓シャルドネ

商品︓408817

オーストラリアの新星のつくる、モダン・クール・クライメットワイン
⽇本 / ⼭梨

酔うほどに楽しくなる⽩ワインです。

小売価格￥1560

Alcase Riesling Jules Geyl / Domaine Bott Geyl

小売価格￥2600

¥1,120

Haityuushiraku / katsunuma Jyouzou

品種︓甲州

¥1,755

アルザス・リースリング・ジュール・ゲイル / ドメーヌ・ボット・ゲイル

品種︓リースリング

杯中至楽 白 / 勝沼醸造

4

10

価格

フランスの年間最優秀⽩ワインTOP30に、3年連続で選ばれたアルザスの新星

ダラメル ソーヴィニヨンブラン / ラポストール

3

納入

品種︓アルネイス

トロピカル・フルーツや白い花のニュアンスと、きれいな酸によるフレッシュな
飲み心地が楽しめます。

¥1,600

レモンの柑橘系の甘酸っぱさや、熟した果実のような、蜂蜜のようなブドウの自然な
甘みと旨みが口いっぱいに広がります。 ピチピチとした心地よい発泡、グラスの中で
温度が上がってきてからの変化も楽しめます。 ガズゥイとは「(幼児の)⽚⾔、さえずり」を
意味します。⽣まれたてのワインが話しはじめた、成⻑したうれしさが込められています。
品種︓シュナンブラン
商品︓462525

小売価格￥3600

納入
価格

¥2,698

商品︓369604

※ 在庫は潤沢にご⽤意しておりますが、⼀部限定アイテムや売れ⾏きにより完売や⽋品することがございます。

6月のおすすめ 赤ワイン

※ 表記の納入価格・小売価格は【税別】となっております。

ヒドゥン パール シラーズ / バートン ヴィンヤーズ

15

Hidden Pearl Shiraz / Berton Vineyards

オーストラリア / サウスイースタン

22

シャトー レスカノ バイ プピーユ
Chateau Lescaneaut by Poupille

フランス / ボルドー

評論家が⼀押しのコスパワイナリー︕

シャトー・ペトリュスと張り合った伝説を持つ、プピーユがつくる入門ワイン

本格的なワインを親しみやすい価格で提供し、成⻑を続けるオーストラリアの注目株。

ピーユのフィリップ・カリーユ⽒が従弟のパスカル・ブエックス⽒と協⼒して造るカスティヨン。

プラムやスグリなどの明るくジューシーな果実味に加え、モカを想わせる風味を

プピーユと同じような製法、ブドウは有機栽培で育てられる。果実味に溢れたスタイル

持ちます。⻑い余韻が特徴でスパイス感も随所に現れる、飲み応え抜群の

でカジュアルに楽しめる。濃く美しいルビー⾊。カシスやブラックベリーなどの⿊果実の凝縮

オーストラリアンシラーズです。

したアロマ。程良い樽のニュアンスに、完熟した果実があり繊細でエレガント、

品種︓シラーズ
小売価格￥800

16

納入
価格

¥627

商品︓468162

ブエノス ディアス カベルネソーヴィニヨン / ブエノス ディアス
Buenos Dias Cabernet Sauvignon / Buenos Dias

納入
価格

品種︓メルロー カベルネフラン

チリ / セントラルヴァレー

小売価格￥2000

23

¥1,498

ル オーメドック ド モーカイユー 2014 / シャトーモーカイユー
Le Haut Médoc de Maucaillou / Chateau Maucaillou

フランス / ボルドー

世界No.1 生産者が息を吹き込んだカジュアルチリワイン

ボルドー・メドックのムーリス地区のトップシャトーがつくるワイン

C.V.N.E. （クネ）は、スペインのリオハで1879年に創業し、以来、家族経営を続ける

メドック格付け4級に匹敵すると評される、シャトー・モーカイユのスタッフが総⼒を挙げて
造るお値ごろワイン。堅固な骨格と丸みのある豊かな味わいが魅⼒。ブラックベリーや

スペインを代表するワイナリーです。その、世界No.1⽣産者であるクネが、数あるチリワイン

カシスの⾹りとスパイスのニュアンスも感じられます。凝縮した果実味と滑らかなタンニン

から厳選したのが、ブエノス・ディアス（良い⼀⽇を︕）です。
品種︓カベルネソーヴィニヨン カルメネール
小売価格￥900

17

が心地よい味わい。限定の特別価格です。

納入
価格

¥720

/ Esporao

納入
価格

品種︓カベルネソーヴィニヨン メルロー プティヴェルド
商品︓461604

エスポラン ペ ティント / エスポラン
Esporao Pe Tinto

ポルトガル / アレンティージョ

小売価格￥2400

24

¥1,882

La Demoiselle de Sociando Mallet

フランス / ボルドー

ソシアンドマレの御嬢さんと呼ばれるワイン

つくりてのエスポランは「伝統的なぶどう品種を使い、ニューワールドの最新技術で造るワイン」
であり、古き良きポルトガルスタイルに、洗練されたエレガンスが融合したスタイルです。
濃い赤のベリー系やブルーベリーの⾹り、エレガントな口当たり、心地よい舌触り、
熟したタンニンが味わいをまとめている。

メドックのクリュ・ブルジョワ・クラスシャトー・ソシアンド・マレのセカンドワイン。
タンニン分に富み重厚で深い味わいはこのクラスでは最⾼の品質です。
カベルネのとてもスパイシーなブーケと、やや重い土地からできた驚くべき
メルロの滑らかなテクスチュアが感じられる。ちなみにドモワゼルは御嬢さん
の他にトンボの意味もあります。限定の特別価格です。

小売価格￥1000

18

納入
価格

商品︓472020

サイクル ピノノワール / ミンコフ ブラザース
Cycle Pinot Noir / Minkov Brothers

納入
価格

品種︓カベルネソーヴィニヨン メルロー

¥816

ブルガリア / トラキアンヴァレー

小売価格￥3650

25

¥2,698

フランス / ボルドー

シャトージスクールのオーメドック地区の畑でつくられるワイン

1894年にブリュッセルで⾏われたの国際ワイン品評会で、ブルガリアワインとして初めて
⾦賞を受賞したのが、イヴァン、ヴァシル、ニキフォル三兄弟のワインでした。それが現在の
「ミンコフ・ブラザーズ」の始まりです。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。

マルゴー地区ラバルド村にあるグラン・クリュ第3級に格付けされているシャトーの造る
オー・メドックワイン。ジスクールよりもメルローの⽐率が⾼く親しみやすいスタイルです。
醸造チームと醸造方法はシャトー・ジスクールと同じ、ジスクールとの違いはブドウのみ
という何とも贅沢なワインです。バックヴィンテージの限定ワインです。

小売価格￥1150

19

納入
価格

商品︓468652

ラッチ デ ライム ティント / セリェール ピニョル
Raig de Raim Tinto / Celler Pinol

納入
価格

品種︓カベルネソーヴィニヨン メルロー

¥898

スペイン / テラアルタ

小売価格￥3500

26

¥2,698

Chateau Fonreaud

フランス / ボルドー

近年、評価が上がり注目シャトーのグレートヴィンテージ

スペインワインの新興地、テラアルタは標⾼950mの山々に囲まれた土地で
「個性があり、表現⼒の⾼いワインを造り出すこと。」 を信条にするフアンホ⽒
「消費者に届けたいのは、製品ではない、ワインという自然と⼈間の⼿仕事による
特別な芸術品。」だと語ります。

フランス・ボルドー地方のサン・ジュリアンにほど近いリストラック村で美しい味わいが口の中
へとじっくりと広がっていくようなワインを目指し、品種改良を実⾏。その結果造られるワインは、
よりテロワールを引き出した熟したタンニンや繊細なストラクチャーをもつ美しいスタイルへ
変貌を遂げ、近年評価が⾼まっております。バックヴィンテージの限定特価ワインです。

小売価格￥1400

20

納入
価格

¥1,099

Haityuushiraku / katsunuma Jyouzou

⽇本 / ⼭梨

和食に合う赤ワイン

小売価格￥4100

27

¥2,980

商品︓375437

ア コントル クーラン 2011 / レイナルド・エオレ
A Contre Courant / Reynald Heaule

フランス / ロワール

他⼈と違う⽅向に⾏くという意味のワイン

⽇本固有の品種のマスカットベリーAから、⽇本⼈の⾷⽂化と相性の良いワインを造ることを
テーマにしました。果実味が強く、渋みや酸味が穏やかでふくよかで優しい味わいは、
繊細な料理の味わいを損ねることなく、しっかりと寄り添い⽀えてくれるワインの醍醐味
をお楽しみください。
品種︓マスカットベリーA
小売価格￥1560

21

納入
価格

品種︓カベルネソーヴィニヨン メルロー プティヴェルド
商品︓426976

杯中至楽 赤 / 勝沼醸造

商品︓375431

シャトーフォンレオー 2009

ワインの名前は【ブドウの稲妻】という意味のコスパワインです。

品種︓ガルナッチャ・ティンタ カリニェナ シラー メルロー

商品︓375433

ル オーメドック ド ジスクール 2009
Le Haut Médoc de Giscours

19世紀から品質志向で高い評価を集めるワイナリー

品種︓ピノノワール

商品︓375432

ラ ドモワゼル ド ソシアンド マレ 2014

全てが世界基準、伝統国ポルトガルの中の新世界

品種︓モレト、カステラオン、トリンカデイラ

商品︓366241

納入
価格

¥1,237

商品︓337801

デュック デ ノーヴ 2011 / シャトー ルピュイ
Duc des Nauves Expressin Originale du Terroir / Chateau Le puy

フランス / ボルドー

400年以上、完全な無農薬で畑を管理するつくりて。
400年以上も前から化学薬品を⼀切使わずにワインを造り続けている、シャトールピュイが
新しく取得した区画の葡萄でつくられるデュック・デ・ノーヴ。この区画の葡萄はいずれは
シャトー・ル・ピュイに使⽤される予定だが、若⽊の為別キュヴェとして仕上げられている。
ブルゴーニュ的なと表現される、清廉で繊細な味わい、ビロードのような赤系果実のアロマと
キメの細かいタンニンで滋味深い味わいです。
品種︓メルロー カベルネソーヴィニヨン カベルネフラン
納入
小売価格￥2000

価格

¥1,498

ボルドーやブルゴーニュで修業した後、地元ロワールでカイユデュパラディで働きながら
2haの畑を⼀⼈で管理するマイクロワイナリーです。
グロゼイユ、クランベリー、オレンジ、シャクヤクの花、タイム、メントールの⾹り。
ワインは滑らかかつジューシーで染み入るように優しく、艶やかで照りのある
果実味に、ダシのように澄んだ旨味のあるワインです。
品種︓ピノノワール ピノムニエ ガメイ コー
納入
小売価格￥3700

28

リヴ・ドロワットクロ・ベル・クロワ 2011

価格

¥2,934

商品︓379095

/ レイナルド・エオレ

Rive Droite Rouge Clos Belle-Croix / Reynald Heaule

フランス / ロワール

ピュアでミネラルとフィネスをワインに表現するつくりて
ワインは⼥性的で上品な輪郭とフィネスがあり、滑らかな果実味とじわっと染み入る
艶やかな酸、洗練されたミネラルとのバランスが絶妙。グロゼイユ、リュバーブ、シャクヤクの花、
カーネーション、お⾹の⾹り。ワインは艶やかかつチャーミングでフィネスがあり、ピュアで上品な
果実味を洗練された酸と筋肉質で骨格のあるミネラルが引き締める。
品種︓ピノノワール、ピノムニエ
商品︓340284

小売価格￥4200

納入
価格

¥3,334

商品︓379096

