
ｾｰﾆｬ ﾄﾞｩ ﾗ ﾄｩｰﾙﾎﾞﾙﾄﾞｰ19 CH ピュイ ドゥ ギランド 20 CH レ フェルモントー19
産地：AOCボルドー 産地：AOCボルドー 産地：AOCボルドー

フランボワーズやさくらんぼなどの果実香。フランボワーズなどの赤い果実香. 黒いちごやさくらんぼなどの果実香。

柔らかななタンニンが特徴です。 柔らかななタンニンとアタックが特徴です。豊かな果実香が広がります。

品種：ﾒﾙﾛー・ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ 品種：ﾒﾙﾛー・ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ・ｶﾍﾞﾙﾈﾌﾗﾝ 品種：ﾒﾙﾛー･ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ･ｶﾍﾞﾙﾈﾌﾗﾝ他

ｼﾞﾙﾍﾞｰﾙ20.ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ20.ｼﾞｬﾊﾟﾝ20金賞 ｼﾞｬﾊﾟﾝ21.ﾁｬｲﾅ21.ﾛﾝﾄﾞﾝ21金賞 ｼﾞｬﾊﾟﾝ20,ﾎﾞﾙﾄﾞｰ20,ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ20, 

ﾁｬｲﾅ20年金賞

ミディアム ミディアム ミディアム

WB0841005　4582404896138 WB0237009　4582404893410 WB0243007　4582404893403

ＣＨ　ルサン18 ラ クロズリィ サンヴァンサン20 キャリエ  ボルドー19 
産地：AOCボルドー 産地：AOCボルドー 産地：AOCボルドー

カシスなどの赤い果実香とスミレの香り, フランボワーズなどの赤い果実香. エレガントな赤い果実の香り。柔らかな

凝縮された果実と力強いタンニンが特徴。 柔らかなタンニンとアタックが特徴です。 調和の取れた味わいとタンニンが特徴。

品種：ﾒﾙﾛー・ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ 品種：ﾒﾙﾛー・ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ 品種：ﾒﾙﾛー・ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ

ﾁｬﾚﾝｼﾞｲﾝﾀｰ19.ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ19.ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ19 ﾛﾝﾄﾞﾝ21.ｼﾞｬﾊﾟﾝ21.ﾁｬｲﾅ21金賞 ｳｨｰﾝ20.ﾛﾝﾄﾞﾝ20.ｼﾞｬﾊﾟﾝ20.

上海19.ﾁｬｲﾅ19年金賞 ｱｼﾞｱ20.ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ20.ﾁｬｲﾅ20年金賞

ミディアム ミディアム ミディアム

WB0631005　4582404895865 WB0230008　4582404895858 WB1445001　4571520760584 

CH パスケ ２０ フォン デスティアック20 CH オー ロベール21
産地：AOCボルドー 産地：AOCボルドー 産地：AOCボルドー

完熟した赤い果実の香り, 新鮮な果実や花の香り, 赤い果実やココアの香り,

肉厚なボディと程良いタンニン。 爽やかな口当たりと酸味。 ふくよかな果実風味が特徴。

品種：ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ､ﾒﾙﾛー 品種：ソーヴィニヨンブラン 品種：ﾒﾙﾛｰ､ｶﾍﾞﾙﾈﾌﾗﾝ､ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ

ｼﾞﾙﾍﾞｰﾙ＆ｶﾞｲﾔｰﾙ誌21年金賞受賞 ｼﾞﾙﾍﾞｰﾙ21年金賞受賞 ｼﾞﾙﾍﾞｰﾙ22年金賞受賞

フルボディ 辛口 ミディアム

WB1474001　3500610061479　 WB1533001　3259353136004　 WB1529001　4571520761178　

マコンワインコンクール

CH オ　ランドン18
産地：AOCボルドーシュペリュール

フランボワーズ等の赤い果実とエピス香。

滑らかなタンニンを感じます。

品種：ﾒﾙﾛー・ﾏﾙﾍﾞｯｸ・ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ

ﾌｪﾐﾅﾘｰｽﾞ20.ﾍﾞﾙﾘｰﾅ19.ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ19.

ﾁｬｲﾅ19.上海19年金賞

ミディアム

WB0640005 　4582404892185

Tomoe Wines and Spirits.Co,.Ltd

参考上代1,500円

フランスのブルゴーニュ地方、マコン
で開催される ワインのみのコンクー
ル。出品数はコンクールでは一番多く
ギネスにも登録されている。９千アイテ
ム以上のフランスワインが出品。審査
はワイン専門従事者。金賞は８％。

スポット　　フランスｰ1 ボルドー・シュペリュール

参考上代1,500円

参考上代1,500円

参考上代1,500円 参考上代1,500円

参考上代1,500円 参考上代1,500円 参考上代1,500円

参考上代1,500円 参考上代1,500円
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テール オセアン 白21 CH ラ グランジュ ドルレアン18 ﾃﾞｭｯｸ ﾄﾞ ﾓﾝｿｰ ﾌﾞﾗｲ ｺｰﾄ ﾄﾞ ﾎﾞﾙﾄﾞｰ19
産地：AOCアントゥルドメーヌ 産地：AOCブライ コートドボルドー　 産地：AOCブライ コートドボルドー　

柑橘類の香りと南国のフルーツの香り カシスなどの赤い果実香が主体。 赤い果実の香り、ハーブ、香辛料。

ミネラル感と。フレッシュな味わい。 口の中に豊かな果実香が広がります。 滑らかな味わいが特徴。

品種：ｾﾐﾖﾝ･ｿｰｳﾞｨﾆｮﾝﾌﾞﾗﾝ･ｿｰｳﾞｨﾆｮﾝｸﾞﾘ他 品種：ﾒﾙﾛー・ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ・ﾏﾙﾍﾞｯｸ 品種：ﾒﾙﾛー･ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ･ｶﾍﾞﾙﾈﾌﾗﾝ他

ﾀｲﾜﾝ,ﾌｪﾐﾅﾘｰｽﾞ,ｼﾞｬﾊﾟﾝ,ﾛﾝﾄﾞﾝ, ｼﾞｬﾊﾟﾝ20,ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ20,ﾁｬｲﾅ20金賞受賞 ｻｸﾗ21.ﾛﾝﾄﾞﾝ21.ｼﾞｬﾊﾟﾝ20.ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ20.

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ22年金賞受賞 ﾁｬｲﾅ20.ｱｼﾞｱｲﾝﾎﾟｰﾄ20年金賞

辛口 ミディアム ミディアム

WB1444001　　4571520560573 WB0630005　4582404894899 WB1448001　4571520760614 	 在庫限り

バロン・クレラック カンコンス  コート ド ブール19 ベルクール フラン コート ド ボルドー19 

産地：AOCブライ コートドボルドー　 産地：AOCコートドブール 産地：AOCフラン コートドボルドー 

赤い果実の香り、滑らかな口当たり 赤い果実の香り。円やかな飲み口 香りはカシスなどの赤い果実の香り,

バランスの取れた味わいが特徴です。 滑らかで上質なタンニン。 上品な味わい、適度な余韻。

品種：ﾒﾙﾛー 品種：ﾒﾙﾛー･ｶﾍﾞﾙﾈﾌﾗﾝ･ﾏﾙﾍﾞｯｸ 品種：ﾒﾙﾛー･ｶﾍﾞﾙﾈﾌﾗﾝ･ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ.ﾀｲﾜﾝ,ﾛﾝﾄﾞﾝ22年金賞受賞 ｻｸﾗ20.ﾛﾝﾄﾞﾝ20.ｼﾞｬﾊﾟﾝ20.ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ20 ﾍﾞﾙﾘｰﾅ20.ﾛﾝﾄﾞﾝ20.ｼﾞｬﾊﾟﾝ20.

ﾁｬｲﾅ20.ｱｼﾞｱﾜｲﾝ20金賞 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ20,ﾁｬｲﾅ2020金賞

ミディアム ミディアム ミディアム 

WB1526001　4571520761635 WB1446001　4571520760591 在庫限り WB1464001　4571520760775 在庫限り

ペルネティ  ｶｽﾃｨﾖﾝ ｺｰﾄﾄﾞﾎﾞﾙﾄﾞｰ19 ラムール キュベ キュピドン20 シャトー オートリブ 17
産地：AOC カスティヨン コートドボルドー  産地：AOCメドック 産地：AOCメドック

熟した赤い果実の香り。円やかな飲み口 黒い果実の香り、スパイスとオーク。 野いちごの香り、スパイスとバニラ。

適度な厚みとタンニン。サステーナブル 。 しっかりとしたボディ。6ヶ月樽熟。 適度な厚みと余韻が特徴。

品種：ﾒﾙﾛー･ｶﾍﾞﾙﾈﾌﾗﾝ 品種：ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ・ﾒﾙﾛｰ 品種：ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ ･ﾒﾙﾛｰ

ﾛﾝﾄﾞﾝ20, ｼﾞｬﾊﾟﾝ20,ｱｼﾞｱ20 ｼﾞﾙﾍﾞｰﾙ＆ｶﾞｲﾔｰﾙ誌20年金賞受賞 ﾌｪﾐﾅﾘｰｽﾞﾜｲﾝｺﾝｸｰﾙ19年金賞受賞

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ20,ﾁｬｲﾅ2020金賞

ミディアム 　２月予定 フルボディ フルボディ

WB1463001　　4571520760768 WB1388002　3424870200167	 WB1332001　4571520760201 在庫限り

シャトー ソーディナン21 シャトー メストル ルノー 21 シャトーダヴァンサン クリュブルジョワ07

産地：AOCメドック 産地：AOCグラーブ 産地：AOCオーメドッククルブルジョワ

ラズベリーやスパイスの香り、 チェリーとスパイスの香り、 黒い果実とスパイスの香り、

タンニンと心地よい余韻。 力強い味わいとバランス。 上品でバランスの取れた味わい。

品種：ﾒﾙﾛｰ・ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ 品種：ﾒﾙﾛｰ･ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ 品種：ﾒﾙﾛｰ･ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ

ｼﾞﾙﾍﾞｰﾙ22年.70ﾐﾘｵﾝ22年金賞 ｼﾞﾙﾍﾞｰﾙ＆ｶﾞｲﾔｰﾙ誌22年金賞受賞

フルボディ フルボディ フルボディ

WB1530001　　4571520761697 WB1418001　4571520761376 WB1418001　4571520761376

Tomoe Wines and Spirits.Co,.Ltd

参考上代2,000円

参考上代2,000円

参考上代2,000円

参考上代2,000円

フランス-２  アントルドメーヌ・シュペリュール・ブライ・ブール・メドック他

参考上代2,000円

参考上代2,200円 参考上代2,200円

参考上代2,000円 参考上代2,000円

参考上代2,200円 参考上代2,500円 参考上代3,000円
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シャトー デュペイラ プルジェ07  シャトー　カリヨン０８
産地：AOCコートドブール　 産地：AOCフロンサック　

赤い果実、スパイスの香り、 熟したﾌﾞﾗｯｸﾍﾞﾘｰ､スミレの香り、

滑らかな飲み口と熟成感。 適度なタンニンが特徴。

品種:ﾒﾙﾛｰ・ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ・ﾏﾙﾍﾞｯｸ 品種：ﾒﾙﾛｰ・ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ

古酒。 古酒。

フルボディ フルボディ

WB1522001　3251091113620　	 WB1521001　3251091107346　

ポール アンリ ラクロワ ポール アンリ ラクロワ 
ブルゴーニュ ピノノワール19 ブルゴーニュ シャルドネ２０ ジャイアンス ソミュール ブリュット
産地：AOCﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ 産地：AOCﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ 産地：AOCソーミュール

カシスやベリーの香り、新鮮で 洋ナシや白い花の香り、程よいボディ, 柑橘類・トーストの香り、程よいボディ,

フルーティな味わい。 程良い酸味と余韻。 しっかりした果実味。瓶内2次発酵。

品種：ピノノワール 品種：シャルドネ 品種：グルナッシュ・シラー

ﾘﾖﾝ21･ｼﾞﾙﾍﾞｰﾙ21･70ﾐﾘｵﾝ21年金賞受賞

ミディアム 辛口 ミディアム

WB1511001　3363040803848	 WB1512001　3363040803831	 WB1532001　3416147221029　	 

ﾚｽ 100％ ﾄﾞｩ ﾏｽ ﾄﾞｩ ﾊﾞﾚｲﾙ ﾚｽ 100％ ﾄﾞｩ ﾏｽ ﾄﾞｩ ﾊﾞﾚｲﾙ アンティーク ２０
ピノノワール２０ シャルドネ２０
産地：IGPﾍﾟｲﾄﾞｯｸ 産地：IGPﾍﾟｲﾄﾞｯｸ 産地：AOCコートデュローヌ

赤い果実の香り、滑らかな飲み口。 桃や洋ナシの香り、程よいボディ, 桃や洋ナシの香り、程よいボディ,

軽快な果実風味が特徴。 生き生きとした酸味。 生き生きとした酸味。

品種：ピノノワール 品種：シャルドネ 品種：グルナッシュ・シラー

ｼﾞﾙﾍﾞｰﾙ＆ｶﾞｲﾔｰﾙ誌22年金賞受賞 ｼﾞﾙﾍﾞｰﾙ＆ｶﾞｲﾔｰﾙ誌22年金賞受賞 ﾘﾖﾝ21･ｼﾞﾙﾍﾞｰﾙ21･70ﾐﾘｵﾝ21年金賞受賞

ミディアム 辛口 ミディアム

WB1489001　4571520761277　	 WB1490001　4571520761284　	 WB1503001　4571520761444　	 

ラフェア赤 21 ラフェア白　21 ミラブエノ　21
産地：DOカリニェナ　 産地：DOカリニェナ　 産地：IGP ｶｽﾃｨｰﾘｬ

黒い果実、ハーブの香り、 白い果実、柑橘類の香り、 赤い果実の香り、果実風味

適度なボディとバランスが特徴。 爽やかでフルーティな味わい。 溢れるフルティーな味わい。　

品種：ﾃﾝﾌﾟﾗﾆｰﾘｮ､ｶﾞﾙﾅｯﾁｬ､ｼﾗｰ 品種：ヴィウラ、シャルドネ 品種：テンプラニーリョ

ジルベール＆ガイヤール誌21年金賞受賞 ジルベール＆ガイヤール誌21年金賞受賞 ベルリーナワイントロフィー22金賞受賞。

フルボディ 辛口 ミディアム

WB1058006　  8410451008265　 WB1056006　　8410451008258　 WB1163006　　 8436562260040

Tomoe Wines and Spirits.Co,.Ltd

参考上代2,000円参考上代1,800円 参考上代1,800円

参考上代1,500円

参考上代3,000円 参考上代3,000円 参考上代3,000円

フランス-スペイン　古酒・ブルゴーニュ・ソーミュール他

参考上代1,500円

参考上代2,500円 参考上代3,000円

参考上代1,500円
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ビリャ デ アドノス ビリャ デ アドノス ビリャ デ アドノス 
ボバル テンプラニーリョ赤 21 マカベオ白 21 ボバルロゼ　21
産地：DOウティエル　レケーナ　 産地：DOウティエル　レケーナ 産地：DOウティエル　レケーナ

チェリーやラズベリーの香り、 リンゴ、洋梨の香り、軽快で爽やかな イチゴやジャムの香り、果実風味

適度なボディと果実味が特徴。 味わいと適度なボディ。 溢れるフルティーな味わい。　

品種：ボバル､テンプラニーリョ 品種：マカベオ 品種：ボバル

ジルベール＆ガイヤール誌22年金賞受賞 ジルベール＆ガイヤール誌22年金賞受賞 ジルベール＆ガイヤール誌22年金賞受賞

ミディアム 辛口 辛口

WB1534001 　 8420202006167 WB1535001　8420202006143 WB1536001　 8420202006150

アルトス デ アンドイス ナバーラ19 バルデミラノス　ガルナッチャ21 レ ローヴォレ ネロダーヴォラ シチリア20

産地：DOナバーラ　 産地：DOカンポ デ ボルハ 産地：DOC シチリア

トロピカルフルーツの芳醇な香り､ 熟した果実。花の香り。 チェリーやプラムのフルーティな香り、

味わいに力強さも感じます。　 骨格がしっかりとした濃厚ワイン。 果実味と程良いコクが特徴。

品種：シャルドネ 品種：シャルドネ 品種：ネロ・ダーヴォラ85％、その他15％

シュルリー製法｡ ムンダスヴィニ22年金賞受賞 ｼﾞﾙﾍﾞｰﾙ＆ｶﾞｲﾔｰﾙ誌21年金賞受賞

辛口 ミディアム ミディアム

WB1483001　8425778940112 在庫限り WB1519001　 8411528081136 10月入荷 WB1457002  4571520760690 在庫限り

フィリップ　デュブラン　ヴァンムース　 エリティコ スプマンテ キュヴェブリュット サナヴァイ カバ ブリュット 

産地：フランス　ヴァンムース 産地：イタリア　スプマンテ 産地：スペイン　DOカバ

柑橘類やハーブの香り、 柑橘類やフローラルの香り、 柑橘類、軽いトースト、ナッツの香り

軽やかな飲み口と爽快感。 爽やかな飲み口と酸味。 バランスのとれた味わい。瓶内9か月。

品種：アイレン他 品種：ﾄﾚｯﾋﾟｱｰﾉ

ｼﾞﾙﾍﾞｰﾙ＆ｶﾞｲﾔｰﾙ誌22年金賞受賞 ヴィーガン・サステーナブル農法

辛口 辛口 辛口

WB1475001 　3500610077982 WB1469001 　4571520761017 WB1440001　8425070001207

パリ農産物コンクール

ジルベール＆
ガイヤール誌

ミケルポンズ カバ ブリュット
ﾌﾞﾘｭｯﾄﾅﾁｭﾚ ﾚｾﾞﾙﾊﾞ エコ１９
産地:スペイン DOペネデス　ヴァンムース

柑橘類やハーブ、木の香り、

持続的な泡立ちとボディ。

品種：ﾁｬﾚｯﾛ40%,ﾏｶﾍﾞｵ40%,ﾊﾟﾚﾘｬｰﾀﾞ20%

辛口

WB1518001 　8437003304606

Tomoe Wines and Spirits.Co,.Ltd

参考上代3,000円

1989年にパリで創刊されたワイン
専門誌。毎年数回ソムリエを含む
プロのテイスターが出品アイテム
を試飲し採点を行う。評価点が８
０点以上のワインに金賞が与えら
れる。

フランスのパリで毎年２月に開催され
る最大級の農産物コンクール。カテゴ
リー毎にプロの審査員が配置さ れ審
査を行う。ワインの出品数は１万アイ
テム以上で、 金賞が与えられるのは
全体の８％のみ。

参考上代1,800円 参考上代1,260円 参考上代1,500円

品種：ﾏｶﾍﾞｵ･ﾁｬﾚﾛ･ ﾊﾟﾚﾘｬｰﾀﾞ･ｼｬﾙﾄﾞﾈ

参考上代1,500円

他　スペイン・イタリア・スパークリング

参考上代1,500円 参考上代1,500円

参考上代1,800円 参考上代1,500円 参考上代1,500円
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