※ 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。

12月のおすすめ 白ワイン
15

シンプリシティ シャルドネ

/

※ 表記の納入価格・小売価格は【税別】となっております。

ヴィスタマール

Simplicity Chardonnay / Vistamar

チリ / セントラルヴァレー

新⼊荷︕業務専⽤のお⼿頃価格のチリワイン

味わいが世界各国で愛されています。白い花や南国系のアロマを持つ白ワイン。口当たりは

のフルーティーなフレーバーと、ナッツやバニラの香りと繊細で程よい酸味のチリ産シャルドネ。
⿂介料理の他、クリームソースのパスタがお勧めです。

16

チリ / セントラルヴァレー

自社ブドウ100％だからこそ可能な高い品質のブドウを惜しみなく使えることから、その洗練された

クオリティの高いワインです。柔らかなパイナップルやマンゴーのようなトロピカルフルーツ

小売価格￥650

Aves del sur Gewuerztraminer Reserva / Vicar

太陽の恵みを浴びて育った健康なブドウの旨みたっぷり

チリのこだわりのワインメーカー・ディレクターの「イレネ・パイバ⼥史」が⼿掛ける、

品種︓シャルドネ

アベス デル スール ゲヴュルツトラミネール レゼルバ / ヴィカール

22

納⼊
価格

非常にリッチでふくらみのある味わい。ライチやパイナップル、白桃のような果実味が口中に広がりま
す。

¥492

品種︓ゲヴュルツトラミネール
商品︓472683

アベス デル スール シャルドネ / ヴィカール
Aves del sur Chardonnay / Vicar

チリ / セントラルヴァレー

小売価格￥1150

納⼊
価格

¥868

シャトー・コート・モンペザ キュヴェ・コンポステレ ブラン 2013

23

Chateau Cote Montpezat Cuvee Compostelle

フランス / ボルドー

遂にここまできてしまったチリワイン。洗練された果実味。

年末特価の限定⼊荷です。

沢⼭流通するチリワインの中でも、特に高い品質とコスパに優れた本格的な味わいは

キリスト教殉教者達が巡礼地『サン・ジャック・コンポステル』に向かう途中で喉の渇きを癒すため

⽇本のみに留まらず、海外でも⼤きな⼈気を博し、ワイナリー「ビカール」社はここ

に⽴ち寄ったとされる歴史的なシャトーです。それで聖ヤコブに捧げるワインとして「キュヴェ・コンポステル」

10年で急成⻑を遂げています。規模は⼤きくなりましたが、今も畑⾄上主義でコツコツと
丹精込めてブドウ畑の管理を⾏っています。信頼できるワイナリーとは正に彼らのような

と名付けられました。2008年から醸造コンサルタントにステファン・ドゥルノンクール⽒を迎え、
近年ワインの評価が⼤幅に上がっているシャトーです。

畑に向き合うワイナリーなのでしょう。
品種︓シャルドネ
小売価格￥800

17

ロチェーノ グリッロ

/

納⼊
価格

¥535

品種︓ソーヴィニヨン・ブラン、ソーヴィニヨン・グリ、セミヨン
商品︓467035

カンティーネ エウロパ

Roceno Grillo Terre Siciliane / Cantine Europa

イタリア / シチリア

太陽の恵みを存分に浴びたシチリア島の果実味溢れるコスト・パフォーマンスワイン
シチリア島の⻄部、マルサラの近くにで1962年に設⽴し、シチリア⻄部の2千軒を
超える農家を束ねる協同組合で、シチリア州の中でも最⼤規模の生産者の
1つとされています。シチーリアを代表する地品種、グリッロから造られる辛口の
白ワイン。モモやアプリコット等のジューシーな香り。余韻に心地よい苦味が
口の中を引き締め、スッキリとした後味が特徴です。
品種︓グリッロ
納⼊
小売価格￥900

18

ロチェーノ グレカニコ

/

価格

¥706

イタリア / シチリア

フランス / アルザス

年末特価の限定⼊荷です。

小売価格￥3000

納⼊
価格

¥1,980

¥706

Les Cinq Vallees Blanc / Domaine Paul Mas

甲州 テロワールセレクション 祝 2017 / 勝沼醸造

25

Koshu Terroir Selection IWAI / Katsunuma Jozo

⽇本 / ⼭梨

商品︓407977

フランス / ラングドック

小売価格￥2400

価格

¥1,800

Koshu Terroir Selection HOSAKA / Katsunuma Jozo

⽇本 / ⼭梨

4種あるテロワール・セレクションシリーズのトップキュヴェ

南仏の豊かな気候を表現した白ワイン。柑橘系のフレッシュな香りが口いっぱいに
広がり、丸みのある酸味とやさしい喉越しで⾊々なお料理によく合います。

勝沼にテロワールの概念を持ち込む、など常に⽇本ワインの先端に⽴ち、世界を⾒越したワイン
造りを⾏ってきた。「世界⼀高いワイン製造コストを肯定」し、その価格以上の価値、驚きや感動
を与えるワイン、⼈の心を打つワインを信念に⽇々ワイン造りを⾏っています。勝沼から少し離れた
穂坂地区の甲州。祝とはスタイルの違うエレガントながら複雑さのある味わい。

20

納⼊
価格

¥735

品種︓甲州
商品︓375442

メリナス オーガニック ヴェルデホ / ボデガス フォンタナ
Merinas Verdejo / Bodegas Fontana

スペイン / ウクレス

小売価格￥3800

27

納⼊
価格

¥2,725

MACRAE Family Winery Bacigalupi Vineyard Chardonnay Russian River Valley

2006年の熟成ワイン。今回少量限定⼊荷です。

4つの区画のブドウを別々に醸造、それぞれのタンクで別々の種類の酵⺟による醸造
でブレンド後の複雑性を確保。また酸味を確保するためにマロ・ラクティック発酵は
採⽤していない。比較的溶存炭酸ガスを多めにして瓶詰することでフレッシュさを
演出している。明るい⻨わら⾊、カボス類の柑橘系の控えめな果実香に杏仁の香り

ロシアン・リヴァーに沿って冷たい霧が入り込む冷涼な畑から生まれるエレガントな
スタイルはその後も⻑きにわたって高い評価を受けている。現在マクレイ・ファミリー・ワイナリー
は廃業しているが、この度ファミリーのストックよりオールド・ヴィンテージのオファーを受け、
その上質な熟成感を楽しめるシャルドネの限定リリースとなった。

小売価格￥980

21

納⼊
価格

¥798

品種︓シャルドネ
商品︓428004

ペイ ドック ブラン / M．シャプティエ
Pays d'Oc Blanc /

M. Chapoutier

フランス / ラングドック

小売価格￥4400

28

商品︓337805

マクレイ ファミリー ワイナリー バーチガルピ ヴィンヤーズ シャルドネ ロシアンリヴァーヴァレー 2006

安くて良質なワインを産する可能性の⾼い注目のワイン

品種︓ヴェルデホ

商品︓337820

甲州 テロワールセレクション 穂坂 2016 / 勝沼醸造

26

ジャン クロード マス ブランのリニューアル商品・業務専⽤品です。

小売価格￥1000

商品︓367403

テロワール・セレクションシリーズのスタンダード【祝・いわい】は土地の名前

レ サンク ヴァレー ブラン / ドメーヌ ポール マス

品種︓グルナッシュ・ブラン、シュナン・ブラン、モーザック その他

商品︓367402

1937年創業以来、勝沼のワイン産業振興に尽⼒してきた勝沼醸造。
現在では⽇本古来のワイン⽤ブドウ品種である「甲州」に特化し、勝沼のテロワールを
追及する造り⼿として⽇本国内のみならず世界的にも高い注目を集めています。祝地区
から収穫されたブドウのみで仕込む。シュール・リー製法で仕上げられ、白桃のようなアロマが
特徴的。口の中にほのかな苦味を感じ、これが和食の旨味とマッチする要素といえます。
品種︓甲州
納⼊

シチーリアを代表する地品種、グレカニコから造られる辛口の白ワイン。
透明感があり、桃のようなジューシーさと、フレッシュな柑橘系の酸が広がります。
爽やかで飲みやすい白ワインです。

19

/ Domaine Zind Humbrecht

品種︓ゲヴュルツトラミネール

人気のロチェーノ・シリーズにグレカニコ種が新登場

納⼊
価格

¥1,635

ゲヴュルツトラミネール トゥルクハイム 2015 / ドメーヌ ツィント フンブレヒト
Gewurztraminer Turckheim

商品︓407335

カンティーネ・エウロパ

小売価格￥900

納⼊
価格

このゲヴュルツトラミネールは100％オーガニック認証を受けた自社畑の「ヘレンヴェッグ」の砂利質
土壌から造られています。柑橘類、ライチなどの熟れた果実と花やスパイスのアロマ。味わいは豊か
で調和がとれており、非常にドライでフレッシュなフィニッシュ。酸は低いもののタンニンがバランスを保ち、
白い⾊をした「赤ワイン」のような印象を受けます。

Roceno Grecanico Terre Siciliane / Cantine Europa

品種︓グレカニコ

小売価格￥2500

24

商品︓467112

納⼊
価格

¥3,520

商品︓440233

カリン キュヴェ・CH ソノマ・カウンティ シャルドネ 1995 / カリン セラーズ
kalin Cuvee CH Sonoma County Chardonnay / Kalin Cellers

アメリカ / カリフォルニア

パーカーポイント100点満点を37回も獲得した実⼒派が南フランスでつくるワイン

1995年の熟成ワイン。飲み頃になってやっとリリースされるこだわりワイン 少量⼊荷

銘醸ワインの生産者として名高いM．シャプティエ社が⼿がけた、
より気軽に楽しめるワイン。淡い⻩⾊。熟したグレープフルーツを思わせる
柑橘類の香り。果実味が豊かで、キレの良い酸味がある飲みやすいワインです。

カリン・セラーズのオーナー、テリー・レイトンは、世の中の⼤半の高級ワインは本来の
素晴らしさが現れる前に飲まれてしまっていると嘆き、それを安定供給させるため自らが
造ったワインを10〜15年かけ飲み頃に熟成させてから出荷するこだわりのワイン。
輸入元コメント︓⻑年の熟成によりコルクが⼤変もろくなっております。なお、抜栓時の
コルク損傷などによる返品はお受けいたしかねますので何卒ご理解の程お願い申し上げます。

品種︓ヴェルメンティーノ テレ
小売価格￥1200

納⼊
価格

¥858

品種︓シャルドネ
商品︓367543

小売価格￥6200

納⼊
価格

¥4,960

商品︓440234

※ 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。

12月のおすすめ スパークリングワイン
1

※ 表記の納入価格・小売価格は【税別】となっております。

ミム ブリュット NV
Mim Brut NV / Maset

スペイン / カタルーニャ

カヴァでつくられるお⼿頃エスプモーソ（スパークリングワイン）

フランス / ラングドック

また、繊細できめ細やかな泡が⽴ち上り、まろやかな口当たりを⻑い時間楽しむことができます。
シャンパンと同じ製法で造られた本格的なスパークリングワインで、柑橘系の爽やかな香りが

カヴァに使⽤しても遜⾊のない葡萄を贅沢に使⽤しています。

2

La Cuvee Mythique Sparkling Brut Blanc / VINADEIS

シャルドネ種を100％使⽤し、12か月間瓶熟成させることで上質で芳醇な味わいを実現。

カヴァで使⽤されるぶどうで、シャルマー方式でつくられるエスプモーソです。

小売価格￥1200

ラ・キュベ・ミティーク スパークリング・ブリュット NV / ヴィナデイス

オレンジ色とフクロウのラベルで有名なミティークのスパークリング

マセット社は200年以上の歴史を持つ、高品質のワインとCAVAの生産者です。

品種︓チャレッロ、パレリャーダ、マカベオ

8

感じられます。

納⼊
価格

品種︓シャルドネ

¥735

商品︓584803

ラ ロスカ ブリュット NV
La Rosca Brut NV

スペイン / カヴァ

小売価格￥2000

9

納⼊
価格

¥1,600

コドーニュ グラン バック ブリュット NV
Codorniu Gran Bach Brut

スペイン / カヴァ

お⼿頃価格のスペイン・カヴァ

伝統と革新を併せ持ったコドーニュ

ペネデス近郊の畑で収穫される伝統品種パレリャーダ、チャレッロ、マカベオをバランスよく
ブレンドし、伝統的な瓶内二次発酵で最低９カ月の熟成を経てリリースされます。

カヴァの⼤⼿メーカー,コドーニュ・グループのバックブランド。その昔、繊維業に携わっていた
バック兄弟が始めたワイナリーが現在では由緒正しいコドーニュ・グループの

豊かな泡、⻘リンゴを思わせるフレッシュな果実の香り、さわやかな味わいに加え、

カヴァワイナリーとして伝統を守っています。伝統的なカヴァのブドウ品種に、

アフターにほのかに感じる熟成由来のブリオッシュのような香ばしい香りも楽しめます。
品種︓パレリャーダ、チャレッロ、マカベオ
小売価格￥1041

3

納⼊
価格

珍しいブレンドとしてシャルドネを加えたコドーニュ・グループの本格的なカヴァです。
品種︓マカベオ、チャレロ、パレリャーダ、シャルドネ

¥784

商品︓586301

バルディビエソ リミテッド・ブリュット NV / ヴィーニャ バルディビエソ
Valdivieso Limted Brut NV / Vina Valdivieso

チリ / セントラルヴァレー

業務店・専⽤のチリのスパークリングワイン

小売価格￥1100

10

納⼊
価格

¥1,715

フェリスタス 22カラット ゴールド プレミアム スパークリング
Felistas 22Carat Gold Premium Sparkling

ドイツ

このスパークリングワインにも22カラットの⾦箔が入っています。
すっきりとした辛口の味わいです。

納⼊
価格

品種︓リースリング、ミュラー・トゥルガウ

¥786

Gran Reale Brut / Gancia

商品︓590630

イタリア / ピエモンテ

小売価格￥2500

11

納⼊
価格

¥2,000

Ferrari Maximum Brut NV

イタリア / トレンティーノ アルトアディジェ

⼼地よい⾹りと豊かな泡⽴ちのワンランク上のフェッラーリ

ガンチア社が保有するグラン・レアレブランドから発売するブリュット。
しっかりとした泡⽴ちとフルーティさを兼ね備える辛口のスパークリングワインです。

トレント周辺の標高300〜700ｍの畑のシャルドネ100％で瓶内2次発酵方式で
36か月以上の熟成とこのクラスのスプマンテとしては異例の⻑い熟成により
きめ細かい豊かな泡⽴ち。熟したフルーツ、香ばしいパン、ヘーゼルナッツ、花の香り。
ドライでエレガント、バランスのとれた味わい。シャルドネの典型的な味わいとバニラや
イーストを感じさせる心地良い余韻が⻑く続く。

小売価格￥1170

5

納⼊
価格

品種︓シャルドネ

¥878

商品︓580100

ムッサ カヴァ ブリュット ナトゥーレ NV / ヴァルフォルモッサ
Mvsa Cava Brut nature / Vallformosa

スペイン / カヴァ

小売価格￥5000

12

納⼊
価格

¥2,923

フランス / シャンパーニュ

最⾼レベルの37のクリュから厳選したブドウをブレンド

カタルーニャ語で「美しい⾕」を意味する、ヴァルフォルモサは、1865年創⽴以来ずっと、
家族経営のワイナリーとして受け継がれています。「常に良いワインを造る。」
「ワインに自分達の情熱を表現する。」をモットーに、脈々と受け継がれてきている伝統的な
教えを実践、⽇々畑の改善にも努め、魂を込めたワイン造りに取り組んでいます。

歴代フランス⼤統領が主催するエリゼ宮での公式晩餐会にも選ばれる歴史と
格式あるシャンパーニュ。「シャンパンの貴婦⼈」と呼ばれるほど洗練された
味わいは飲むものを魅了します。

小売価格￥1800

6

納⼊
価格

品種︓シャルドネ ピノノワール ピノムニエ

¥1,400

商品︓582027

ロータリ ブリュット NV / ロータリ
Rotari Brut NV / ROTARI

イタリア / トレンティーノ アルトアディジェ

世界50ヶ国以上で愛される、次世代プレミアム・瓶内二次醗酵スパークリングワイン
ロータリには明確なコンセプトがあります。それは
「高品質なスパークリングワインを、最高のコストパフォーマンスで提供する」
「⼈生を彩る美食のひとときを演出するために、最適なガストロノミック・クオリティを実現する」
ロータリにはそれらを実現する素晴らしい自然環境と、最先端の知恵と技術が兼ね備わっています。
品種︓シャルドネ
小売価格￥2200

7

納⼊
価格

¥1,495

商品︓580212

プロセッコ・ディ・ヴァルドッビアーデネ・スプマンテ・エクストラ・ドライ / ラ ジョイヨーザ
Prosecco di Valdobbiadene Spumante Extra Dry / La Gioiosa

イタリア/ヴェネト

小売価格￥6700

13

商品︓584228

テタンジェ ブリュット レゼルヴ NV
Taittinger Brut Reserve NV

ブリュット・ナトゥーレ＝ノンドサージュの超辛口のカヴァです。

品種︓マカベオ、シャレロ、パレリャーダ

商品︓582020

フェッラーリ・マキシマム・ブリュット NV

ユネスコ世界遺産で造られるスパークリングワイン。気軽に楽しめる辛口

品種︓シャルドネ、ガルガーネガ

商品︓582383

ドイツでは⻩⾦を飲むことは健康のために良いという⾔い伝えがあり、

グラン・レアレ・ブリュット NV / ガンチャ

4

小売価格￥2200

⾦箔⼊りのおめでたいスパークリングワイン

南アメリカで最初にスパークリングワインを造ったチリ屈指の泡の生産者。
シャルドネとピノ・ノワールを贅沢に使⽤した、上質なスパークリングワイン。
⻘リンゴや花のアロマに香ばしいアーモンド香を持ち、爽やかな柑橘果実の
風味とふくよかな質感が特徴的で、心地よい泡が⽴ち上がります。
品種︓シャルドネ、ピノノワール

商品︓582424

納⼊
価格

¥4,216

商品︓582304

ポル ロジェ ブリュット レゼルヴ NV
Pol Roger Brut Réserve NV

フランス / シャンパーニュ

英国王室御⽤達のシャンパーニュ
ポル・ロジェ社は1849年に設⽴された家族経営のシャンパン・ハウスです。「気品と優美」
を哲学とし、格調高いシャンパーニュを造り続けています。⽊樽を⼀切使⽤せずステンレス・
タンクで発酵させることによって、ブドウ本来の繊細な味わいを引き出します。またルミュアージュ
を重視し、今でも職⼈によって⼿作業で⾏う数少ないハウスの⼀つです。地下に広がるセラーは
エペルネで最も深く、そこでゆっくりと熟成させることによって極上の泡を伴うシャンパーニュが生まれます。
品種︓ピノ・ノワール、シャルドネ、ピノ・ムニエ
納⼊
小売価格￥7000
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価格

¥4,546

商品︓583604

パイパーエドシック エッセンシエル キュヴェ ブリュット NV
Piper-Heidsieck Essentiel Cuvee Brut

フランス / シャンパーニュ

世界的に人気のプロセッコ

スタンダード・ラベルよりリザーヴワインの⽐率が⾼く、⻑期熟成のスペシャルキュヴェ

プロセッコに関して最高峰のワイナリーのひとつとしてイタリア国内で評価されるラ・ジョイヨーザ社。
“ラ・ジョイヨーザ”という社名には、“豊かなライフスタイルと素晴らしいワイン”という意味が
こめられています。アカシアや藤の花を想わせる豊かな香り、エレガントで滑らかな味わいが
魅⼒のイタリアを代表するスパークリングワイン。グレーラ種100％使⽤。
品種︓プロセッコ
納⼊

柑橘類やリンゴ、白い果実のいきいきとした香りと共に、36か月の⻑期熟成による、アーモンドや
フルーツケーキのような、⼒強く、⽢く優美な香りが楽しめるエクストラ・ブリュットのシャンパーニュです。
表ラベルには、ロットナンバーとデゴルジュマンの年月などの情報が記載されています。 ドザージュ6g/L。

小売価格￥1850

価格

¥1,498

品種︓ピノ・ノワール、ピノ・ムニエ、シャルドネ
商品︓582461

小売価格￥6500

納⼊
価格

¥4,767

商品︓584113

