※ 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 赤ワイン ①
29

シンプリシティ カベルネソーヴィニヨン

/

※ 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 Cabernet Sauvignon / Vistamar

チリ / セントラルヴァレー

36

ネグロアマーロ ロッソ サレント

/

カンティーナ デュエ パルメ

Negro Amaro Rosso Salento / Cantina Due Palme

イタリア / プーリア

業務専用のお手頃価格のチリワイン

定番のサレントロッソ

ブラックベリー、プラムやブラックチェリーなどの完熟した果実のフルーティーさと、

⾟⼝の⾚ワインで、中程度のタンニンはソフトで、バランスの取れた酸味を有しています。

程よい渋みと味わいのチリ産のカベルネ･ソーヴィニヨン。

ブラック・チェリー様のフルーティで凝縮した余韻が感じられ、苦味もやや有している

ビーフ、ピークの⾁料理の他、ひき⾁ベースのパスタがお勧めです。

しっかりとした構成の味わいです。

品種︓カベルネソーヴィニヨン
小売価格￥650

30

アベス デル スール カベルネソーヴィニヨン

納入
価格

商品︓472682

/ ヴィカール

Aves del sur Cabernet Sauvignon / Vicar

納入
価格

品種︓ネグロアマーロ

¥492

チリ / セントラルヴァレー

小売価格￥1100

37

¥785

メリナス オーガニック テンプラニーリョ / ボデガス・フォンタナ
Merinas Tempranillo / Bodegas Fontana

スペイン / ウクレス

数多い低価格チリワインの中でも、プロフェッショナルに支持される定番ワイン

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

カシスやブラックベリーの完熟した果実香とスミレの花を想わせる香りが上品で
アタックはソフトで滑らかな印象。溢れる果実味と程よいコクがありスパイシー。

スペインのカスティーリャ・ラマンチャのウクレスの無農薬のテンプラニーリョで
ブドウ品種によって畑を細かく分け、畑ごとの特徴を踏まえたブドウ栽培を⾏っています。

ミディアムボディタンニンは程よく穏やかな酸味。バランスが取れていて

ルビーの⾊調です。⿊⾊のフルーツ香が主体で、ラズベリー、ブルーベリー

綺麗な味わい。この価格を考えるとお値打ち感抜群の定番チリワインです。

にフローラルなスミレの香り、僅かな⿊糖様のスパイシーな印象を感じます。

品種︓カベルネソーヴィニヨン
小売価格￥800

31

納入
価格

商品︓467034

ティルティル ティント / サンタカロリーナ
TILTILTinto / Vina Santa Carolina S.A.

納入
価格

品種︓テンプラニーリョ

¥535

チリ / セントラルヴァレー

小売価格￥980

38

Pays d'Oc Rouge /

M. Chapoutier

140年の歴史を誇るチリの名門ワイナリーがつくるカジュアルワインです。
カシスやブラックチェリーのリキュールを思わせるボリュームのある熟した果実味と、
飲みごたえのある程よいタンニンが特⻑の、素直で飲み飽きない味わいの⾚ワインです。

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。美しい⾚⾊。⾚い果実やブラックカラントを
思わせる香り。果実味にあふれた、フレッシュで飲みやすいワインです。

32

納入
価格

品種︓グルナッシュ シラー

¥580

商品︓466041

スリー・メダルズ カベルネ・ソーヴィニヨン / サンタ リタ
3 Medallas Cabernet Sauvignon / Santa Rita

小売価格￥1200

39

チリ /

ロチェーノ ネレッロ・マスカレーゼ

/

納入
価格

¥858

Roceno Nerello Mascalese Terre Siciliane / Cantine Europa

人気のロチェーノ・シリーズにネレッロマスカレーゼ種が新登場

深みのある鮮やかな⾚紫⾊で、品種特有のスパイシーな香りと⾚系・⿊系の果実の
アロマがバランス良く混じり合っています。丸みのあるアタックで、ソフトなタンニンが
パレートに深みを与え、ジューシーでフレッシュな果実味のある後味が感じられます。

シチーリアを代表する地品種、ネレッロ・マスカレーゼから造られる
ジューシーで香り豊かな⾚ワイン。濃いルビー⾊、熟した⾚果実と
スミレの香り。タンニンが細かく飲みやすいです。ピノノワールにも似た
繊細な品種で近年注目のぶどう品種です。

小売価格￥820

33

納入
価格

¥639

品種︓ネレッロ・マスカレーゼ
商品︓462529

デ ボルトリ DB シラーズ カベルネソーヴィニヨン
De Bortoli DB Shiraz Cabernet Sauvignon

オーストラリア / ニューサウスウェールズ

小売価格￥1100

40

商品︓367542

カンティーネ・エウロパ

ワインメーカー・オブ・ザ・イヤーやチリNo.1ワイナリーに輝くなどのつくりて

品種︓カベルネソーヴィニヨン

商品︓428005

フランス / ラングドック

【サクラアワード2018】でダブルゴールド受賞ワイン

小売価格￥700

¥798

ペイ ドック ルージュ / M．シャプティエ

人気のチリのデイリーワイン

品種︓カベルネソーヴィニヨン、メルロー、カルメネール他

商品︓405459

納入
価格

イタリア / シチリア

¥863

商品︓407978

アベス デル スール カベルネソーヴィニヨン レゼルバ / ヴィカール
Aves del sur Cabernet Sauvignon Reserva / Vicar

チリ / セントラルヴァレー

極旨ワイン・グランプリ受賞など数々の受賞歴を誇るワイン

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。ボディ、飲み応え。

某⼈気ワイン誌の恒例の企画、ブラインドテイスティングで究極のお値打ちワインを探す
企画で、1000円以下のカテゴリーで5つ星受賞の安旨ワイン。ワイナリーオブザイヤー
にも輝き、数々の受賞歴を誇る歴史ある家族経営の名門[デ・ボルトリ]だからこそ
造り出せる底⼒。完熟ベリーのコク旨フルーティな果実味とクリーンで綺麗に造られた
安⼼感、ほのかなミント系やハーブも香り、実にバランスの良い味わい

1825年設⽴の伝統ある醸造所で、何世代にもにわたり家族経営を⾏い、⾃社畑で
収穫された良質なブドウから高い品質のワインを産み出し急成⻑を遂げている注目の醸造所です。
濃厚なカシスやベリーのアロマとバニラやチョコ、スパイス香。深みと奥⾏のある本格派の⾚ワイン。
エレガントな⼝当たりで、⼼地よいオーク香が広がる⼀歩秀でたバリューカベルネです。

品種︓シラーズ カベルネソーヴィニヨン
小売価格￥890

34

ロチェーノ ネロ ダヴォラ

/

納入
価格

¥650

品種︓カベルネソーヴィニヨン
商品︓469501

カンティーネ エウロパ

Roceno Nero d'Avola Terre Siciliane / Cantine Europa

イタリア / シチリア

小売価格￥1150

41

納入
価格

¥868

ピエモンテ バルベーラ / テッレ デル バローロ
Piemonte Barbera /

イタリア / ピエモンテ

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

バローロの優良組合が造る、美味しさがストレートに伝わる１本

特に高品質なラインナップのワインはラベル上部についている
「シビリアーナ」のマークがワインに付与されます。シチーリアを代表する地品種、
ネロ・ダーヴォラから造られる果実味豊かな⾚ワイン。美しい⾚紫⾊、カシスや
チェリーのような完熟した果実の香り、滑らかなタンニンが特徴です。

濃い⾚⾊、しっかりとしていながら、果実味も感じられ、重すぎず、おいしさがストレートに
伝わってきます。かなり濃厚な深い⾊合いからは、熟した果実やプルーン、スパイス、
やや⻘みのある香りが感じられます。全体的に少し野趣を感じさせる印象で、
ラベルからくるイメージとぴったりの⾟⼝⾚ワインです。

品種︓ネロダヴォラ
小売価格￥900

35

納入
価格

¥706

品種︓バルベーラ
商品︓407336

レ サンク ヴァレー ルージュ / ドメーヌ ポール マス
Les Cinq Vallees Rouge / Domaine Paul Mas

フランス / ラングドック

ジャンクロードマス・ルージュの後継品 業務専用商品です。

小売価格￥1000

納入
価格

納入
価格

¥1,040

商品︓400710

セルヴァート トスカーナ ロッソ / ジョルダーノ ヴィーニ
Selvato Toscana Rosso / Giordano Vini

イタリア / トスカーナ

ルカ・マローニ誌で⾼評価獲得︕豊かな果実味、
エネルギーに溢れるトスカーナワイン︕

ジョルダーノが造るセルヴァート トスカーナ ロッソは⼒強さやエネルギーに溢れる
ワインです。野性的な馬を思わせるようなパワフルさがあることから命名されました。
ラベルにはトスカーナの特徴的な美しき景観であるなだらかな丘陵と、林⽴する
糸杉が描かれています。お手頃な価格ながらイタリアワイン評価誌、
「ルカ・マローニ2016」では94点と高得点を獲得しています。

南仏の豊かな気候を表現した⾚ワイン。ジューシーかつフルーティなアロマと
豊かな果実の味わい、軽快な⼝当たりが⼼地よく、⾊々なお料理と相性の
良いワインです。ジャンクロードマス・ルージュが終売でこちらに変更になります。
品種︓グルナッシュ カリニャン シラー メルロー

小売価格￥1300

42

商品︓467047

¥735

品種︓サンジョヴェーゼ
商品︓375441

小売価格￥1400

納入
価格

¥1,098

商品︓407274

※ 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 赤ワイン ② ＋ ロゼワイン

※ 表記の納入価格・小売価格は【税別】となっております。

ブルズ ブラッド / オシュトロスワイン

43

BULL'S BLOOD

/ OSTOROS BOR

ハンガリー / エゲル

パンチの効いたエゲルの伝統的な赤ワイン

50

ラ・パルド・ド・オー・バイィ 2013
La Parde de Haut Bailly

フランス / ボルドー

ぺサック・レオニャンで最もエレガントと評されるシャトーのセカンドラベル。
限定特価です。

北ハンガリー地⽅のワイン産地エゲルは、冬が⻑く降⽔量の少ない地域です。

近年ペサック・レオニャンでオー・ブリオンなどに次ぐトップシャトーとして高く評価されている

雄牛の血（ビカヴェール）というケークフランコシュ主体にブレンドされた⾚ワインは

シャトーオー・バイィのセカンドラベルです。ペサック・レオニャンらしい土や草、鉄分などが混ざる

世界的にも有名です。⾚⿊混合のベリー香が漂い、⿊コショウなどのスパイス香や
スモーキーな香りもします。 味わいは果実の凝縮感にスパイスもありながら濃すぎず、

香りと、ソフトでスムーズながら独特な濃厚さを持ち合わせています。またカベルネ・ソーヴィニヨン
の古樹による、ブルゴーニュワインのようなやさしい感触とストラクチュアも特徴的です。近年

単体でも美味しく飲める旨味があります。

流⾏りの凝縮感を強く打ち出すモダンな造りと相反する、ナチュラル感が注目されています。
品種︓カベルネソーヴィニヨン、メルロー、カベルネフラン
納入

品種︓ケークフランコシュ カベルネ・フラン カベルネ・ソーヴィニヨン ピノ・ノワール ブラウブルガー

小売価格￥1600

44

納入
価格

¥1,280

商品︓473302

シャトー ムーラン ボリー 2015
Chateau Moulin Borie

51

フランス / ボルドー

デュクリュボーカイユのオーナーがリストラックでつくるワイン。限定特価です。

45

納入
価格

Fixin Rouge / Domaine Mongeard-Mugneret

⾼騰しているブルゴーニュワインで比較的お手頃の価格。
さらに年末限定特価です。

品種︓ピノノワール
商品︓372665

シャトー モン ペラ ルージュ 2015
フランス / ボルドー

小売価格￥7200

52

納入
価格

Marsannay Bretigniere

/ Domaine Pierre Damoy

フランス / ブルゴーニュ

世界的に⼈気のボルドーワイン、トゥール・ド・ミランボーの現当主ティボー氏が未開の地から
生み出したシンデレラワイン。パワフルでジューシー、厚みのある味わいで⼈気の1本です。
白も同じく特別価格で入荷しております。

ジュヴレ・シャンベルタン村の最高峰「シャンベルタン クロ ド ベーズ」の最大所有者。
1992年から現当主のピエール ダモワがワイン造りを引き継ぎ、名声を取り戻した
ジュヴレ・シャンベルタンの名門ドメーヌ。よく熟したタンニン、しっかりしたストラクチャー
がある。⼒強さをそのまま楽しめる、真っ直ぐでボリューム感のあるワイン。

46

納入
価格

¥1,980

品種︓ピノノワール
商品︓372669

ソンジュ ド バッカス ブルゴーニュ ピノノワール / ルイ ジャド
Songes de Bacchus Bourgogone Pinot Noir / Louis Jadot

フランス / ブルゴーニュ

小売価格￥7900

53

商品︓372670

マルサネ ブレティニエール 2013 / ドメーヌ ピエール ダモア

毎回入荷のたびに⾼い人気を誇るワイン。限定特価です。

小売価格￥3500

フランス / ブルゴーニュ

¥4,598

⾼騰しているブルゴーニュワインで比較的お手頃の価格。
さらに年末限定特価です。

品種︓メルロー、カベルネソーヴィニヨン、カベルネフラン

商品︓372668

フィッサン 2016 / ドメーヌ モンジャール ミュニュレ

その良さを生かしつつ、しっかりしたコシの感じられるワインに仕上げています。

¥1,980

Chateau Mont Perat Rouge

¥3,298

有⼒生産者、⼀般にイチゴやラズベリーの香りが漂うチャーミングなワイン。

フレッシュな⾚果実のアロマ、しっかりした骨格となめらかなタンニン、⻑い余韻が楽しめる。

小売価格￥3000

価格

９代に渡りヴォーヌ・ロマネ村に居住し、寿命の⻑い⾒事なワインをつくることで知られる

サン・ジュリアンのメドック格付け、第2級のデュクリュ・ボーカイユの所有者でもある
ブルーノ ウジェーヌ ボリー氏がオーナーでリストラック地区でつくられるワイン。

品種︓メルロー、カベルネソーヴィニヨン、プティヴェルド

小売価格￥4900

納入
価格

¥4,980

商品︓372671

シャトーラグランジュ 2014
Chateau Lagrange

フランス / ボルドー

「バッカスの夢」という名のスーパーブルゴーニュ

⾼騰するボルドーの中で、安定の品質と価格を維持するシャトー。限定特価です。

1859年から続く、最も信頼できるボーヌのネゴシアンの1つです。
スタンダード・ブルゴーニュに村名、1級畑のワインを50%加え、より深みのあるリッチな味わい
と高い品質を実現した、1ランクも2ランクも上のキュヴェですチェリーやラズベリーなどの⾚果実に、
シナモンなどのスパイスを想わす複雑な香りが⼀体となります。タンニンはシルキーでスムーズ、
酸味と果実味のバランスもよく、理想的なピノ・ノワールです。

サントリーが経営参画時に植えた苗⽊が21世紀に入り、「土壌が持つ潜在能⼒は、
メドックでも10指に入る」とも評される、その実⼒を遺憾なく発揮しつつあり、30年間
改善を積上げてきた技術や設備と相まって、更なる高みへと向かっているのです。
「復活のステージ」から、「創造のステージ」へと進化しつつあります。

品種︓ピノノワール
小売価格￥3300

47

納入
価格

¥2,358

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︓367525

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

フランス / ボルドー

毎回入荷のたびに⾼い人気を誇るワイン。限定特価です。

小売価格￥3400

48

納入
価格

¥2,398

商品︓372666

トリーズ ブロック カベルネソーヴィニヨン 2006 / ヴァレンタイン ヴィンヤード
Tory's Block Cabernet Sauvignon / Valentine Vineyards

アメリカ / カリフォルニア

今回が最後の入荷 2006年で完全に完売です。

小売価格￥3900

49

納入
価格

¥2,980

商品︓440232

クロ マルサレット 2013
Clos Marsalette

¥5,498

オノロ ベラ ロサド / ボデガス アテカ
Honoro Vera Rosado / Bodegas Ateca

スペイン / フミーリャ

ヒル ファミリーは、9つの興味深いワイナリーのプロジェクトを統合した名称です。
売り手としては大企業のような顔を持ち、造り手としては小さなワイナリーの集まりとして、
良いワインを造っています。このロサドは年1回入荷のフレッシュなロゼワイン。
きりりとした⼼地よい酸のあるさわやかな味わい。⾚い果実やチェリーのフレイバー、
さらにイチゴやスイカを思わせるフレイバーも感じられます。
品種︓テンプラニーリョ、シラー
納入
小売価格￥1600

55

価格

¥1,280

Michel Lynch Rose

フランス / ボルドー

フランス / ボルドー

ＪＭカーズはシャトー・ランシュ・バージュのオーナーであるカーズ・ファミリーが
2002年メドック地区マコーに設⽴しました。
美しいピンクの⾊調。しなやかでいきいきとした骨格があり、
ハーブやグレープフルーツの香りが感じられます。
アペリティフや様々な料理に合う⾟⼝のロゼワインです。
品種︓カベルネ フラン
納入
小売価格￥1680

56

価格

¥1,291

Le Canon du Maréchal Rosé / Domaine Cazes

フランス / ルーション

ラ・モンドット、クロ・ド・ロラトワール、などを所有するステファン・フォン・ナイペルグ伯爵が、
ボルドー左岸ペサック・レオニャンに購入したエステート。ラベルに紋章をあしらったナイペルグ・
コレクションシリーズはデキャンタ誌にて「マスター・オブ・ワインが選ぶお買得ボルドー」として
最高得点の評価を獲得するなど、コストパフォーマンスの高さが国内外から注目を集めている。

ビオディナミでありながらリーズナブルで世界的に有名なワイン造りを⾏うドメーヌ・カズの
底⼒が発揮されています。透明感のある明るいサーモンピンク。柑橘類や洋ナシ、
チェリーやストロベリーを思わせる繊細でいきいきとした果実の香り、さわやかな酸味、
キレのよい⾟⼝、軽快な⼝当たりが⼼地よいワインです。

納入
価格

¥3,198

品種︓シラー、ムールヴェードル
商品︓372667

商品︓367839

ル カノン デュ マレシャル ロゼ / ドメーヌ カズ

南フランスの有機栽培のロゼワイン

小売価格￥5000

商品︓422253

ミッシェル・リンチ・ロゼ

サンテミリオンの奇才ナイペルグ伯爵のペサック・レオニャンのワイン。限定特価です。

品種︓メルロー、カベルネソーヴィニヨン、カベルネフラン

商品︓372664

シャトーランシュバージュのオーナーがつくるボルドーロゼ

バスク出⾝のヴァレンタイン氏は最良の区画のブドウのみで造り、娘の名を冠したスペシャル
キュヴェは⽐較的冷涼なヴィンテージだった2006の凝縮感に熟成感が加わりエレガントな素晴らしい
品質に。残念ながら2015年にこの世を去ったヴァレンタイン氏のプライベートストックをこの度特別に
リリース。通常なら倍以上の価格が付くところを特別価格での最後の入荷となります。
品種︓カベルネソーヴィニヨン
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納入
価格

年1回入荷のスペインロゼ

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。
品種︓カベルネソーヴィニヨン、メルロー

小売価格￥8000

小売価格￥1730

納入
価格

¥1,296

商品︓362522

