
 在庫限り

シャトー  オーヴューシェーヌ18
産地：AOCボルドー

熟した赤い果実や花の香り、

バランスのとれた柔らかな味わい。

品種：ﾒﾙﾛー・ｶﾍﾞﾙﾈﾌﾗﾝ

ミディアム

WB0069009　4582404894448

エスプリ ナチュール　21 ミシェルデルオモ 　キュベアルモニ 
産地：AOCボルドー ミュスカデ　シュルリー19
赤い果実香が主体です。 産地：AOCミュスカデ セーブル エ メーヌ

柔らかでエレガントなタンニン。 柑橘類やハーブの香り、さわかな酸味と

品種：ﾒﾙﾛー・ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ 適度な厚み、熟成も可能な白ワイン。

ミディアム 品種：ムロンドブルゴーニュ

WB1481001　4571520761185 8月入荷 辛口　WB0034010　4582404891881

参考上代2,000円

7月入荷予定

テレ　ドゥ　ロモニエ テレ　ドゥ　ロモニエ

トゥーレーヌ　ソーヴィニョン１９ トゥーレーヌ  ガメイ ２０
産地：AOCトゥーレーヌ 産地：AOCトゥーレーヌ

青リンゴ、白い花の香り。味わいは新鮮で 苺、ラズベリー、バニラや香辛料の香り、

フルーティ、ミネラル感も感じます。 フルーティでバランスが取れた味わい。

品種：ソーヴィニョンブラン 品種：ガメイ 

辛口　WB1271002　3770011605255 ミディアム　WB1414001　3770011605347

7月入荷予定

シャトー ラカペル カバナック19 シャトー ラカペル カバナック
プレスティージュ18

産地：AOCカオール 産地：AOCカオール

ブラックベリー、プラム、スミレの香り、 干し葡萄、バニラ、香辛料のニュアンス

滑らかなタンニンと上質なボディが特徴です。 豊かな果実味と複雑味、シルキーなタンニン。

品種：８０％マルベック、２０％メルロー 品種：９０％マルベック,１０％メルロー

ﾐﾃﾞｨｱﾑ　WB1307002  4582404898774 ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ　WB1308002  4582404898781

Tomoe Wines and Spirits.Co,.Ltd

参考上代3,200円参考上代2,600円

フランスｰ１

参考上代1,440円

CAVE DE RAUZAN

ガブリエル社は近隣の約20のシャトー（生
産者）と直接パートナーシップを結び、彼
が所有するシャトー同様、ぶどう畑の維持
管理から醸造に至るまでの支援を行いま
す。彼らが販売する品質の優れたワイン
は、プレスによる数々の評価がその品質を
保証しております。

Vignobles Gabriel 

ローザン社は1930年代に設立された協同組
合です。現在は340人の葡萄生産者からな
り、約4060Haもの畑を管理しております。
内220Haはオーガニックの認定を受けてお
り、更に548Haの畑もオーガニック申請中で
す。

参考上代1,260円

MICHEL DELHOMMEAU 

ドメーヌミ
シェルデルオ
モは28haの岩
質の畑（ギャ
ブロ）を所
有。 ブドウ
は樹齢が高く
その年齢に
よってタンク

を分離。生産量も敢えて抑えることによっ
て、個性的な味わいで高品質なワインを造
り出すことに成功しております。2014年よ
りオーガニック認証。

1996年にソフィとシャルドンがこのドメー
ヌを引き継ぎ、 ぶどう畑の面積を12haから
43haに増やし現在に至ります。2006年に
オーガニック認証を取得、畑はトゥーレー
ヌ の3つの村に跨ります。品種はソーヴィ
ニョンブラン・ガメイ・カベルネフランを
栽培。

Domaine de l’Aumonier 参考上代2,500円 参考上代2,500円

Chateau Lacapelle Cabanac

彼らが作るワインはフルーティでビロードのよ
うなエレガントなワインから、新樽で熟成させ
た高濃度のカオールなど。その優れた品質とコ
ストパフォーマンスは地元のレストランや一般
消費者にも認められており、小規模ながら人気
を博しております。

オーガニック

オーガニック

オーガニック オーガニックオーガニック オーガニック

オーガニック オーガニックオーガニック オーガニック

オーガニック
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ル プティガスコン　赤20 ル プティガスコン　白20 ル プティガスコン　ロゼ21
産地：ＩＧＰコートドガスコーニュ 産地：ＩＧＰコートドガスコーニュ 産地：ＩＧＰコートドガスコーニュ

カシスやベリージャムの香り。 白い花、ピーチ、ライチなどの華やいだ スムースな口当たりと適度な酸味が

円やかながら厚みもあります。 香り, 適度な酸味の個性的な味わいが特徴。 フレッシュ感を強調します。

品種：マルセラン 品種：コロンバール・ユニブラン 品種：カベルネフラン・タナ

辛口　WB1379002　3760267720093　 辛口　WB1092005　3760267720017 辛口　WB1239005　3760267720055

レ テラセ デ レジ　ブカベイユ 赤19 レ テラセ デ レジ　ブカベイユ 白20

産地：AOCコート デュ ルーション ヴィラージュ 産地：AOCコート デュ ルーション ヴィラージュ

熟した赤い果肉の香り、ハーブや樹皮の香り。 シトラス・ライチ、柑橘類の香り、スムースな

上品でしなやかな飲み口、程よいボディ。 飲み口と爽やかな酸味が楽しめます。

品種：ｼﾗｰ・ｸﾞﾙﾅｯｼｭ 品種：ﾏｶﾍﾞｵ・ｸﾞﾙﾅｯｼｭﾌﾞﾗﾝ・ﾙｰｻﾝﾇ

フルボディ WB1346002　3760221680012 辛口　WB1347002　3760221680050

ルル　19 シャルミーユ　ブラン　20
産地：AOPサン サチュルナン 産地：IGPペイドック

赤い果実、ラズベリーやブラックベリー、 新鮮なフルーツ、花や熟した果実の香り

程よいボディをとまろやかで上品な飲み口。 繊細で柔らか、バランスのとれた酸味と余韻。

品種：カリニャン（樹齢120年）　 品種：シャルドネ･ヴィオニエ･ソーヴィニョン

　　　シラー　グルナッシュ 　　グルナッシュブラン・カリニャンブラン

ﾐﾃﾞｨｱﾑ　WB1274003   3760172280262 辛口　WB1311002  3760172280101

参考上代2,000円 参考上代2,000円
Tomoe Wines and Spirits.Co,.Ltd

参考上代2,400円 

Domaine Mireille Bertrand Malavieille

フランス-２　

産地はガスコーニュの丘の上に100haの葡萄畑
を所有。ラフィット家が生産を行います。
粘土石灰岩と固い砂岩の土壌、穏やかな冬と
暑く乾燥した夏の気候により、豊富なミネラ
ルと個性的な味わいの商品が生み出されま
す。サステーナブル農法。

参考上代1,320円 参考上代1,320円 参考上代1,320円

ドメーヌブーカベイユは

ラングドックルーション

にあるフォルサリアル

ヒルのとても険しい

片岩の斜面に畑があり

ます。その特別な土壌は

この地域のワインと

一線を画すエレガントで

繊細な味わいの
オーガニックワインを生出します。勿論

剪定や収穫はすべて手作業で行われます。

シャトーはコート・デュ・ラングドック。
その中でも高地に位置するAOCサン・サ
トゥルナンに拠点を構えます。ドメーヌは
1914年に創業。ミレイユ・ベルトラン氏が
所有します。 栽培を始めた頃から有機栽培
を実践し続けており、ビオディナミによる
ワインを造りを行います。

参考上代2,400円 

LES FRÈRES LAFFITTE

Domaine Boucabeille

アグリキュルチュール・ビオロジッ
ク。フランス政府により制定。化学肥
料、添加物の使用を認めず。3年以上の
オーガニック農法の実施
が必要。EU圏内で加工され
た製品に限る。

オーガニック認定機関
デメテール

ドイツ発祥。＊）ビオディナミ農
法によって作られた葡萄を使用し
ていることを認証。実践して７年
目から認証が与えられる。＊）
オーストリアの学者ルドルフ・
シュタイナーが提唱した理論に基
づいて生まれた農法。天体の位置
を記したカレンダー播種
（はしゅ）に基づき
ワインの生産を行う。

AB

フランス農政省により設立。トゥー
ルーズに本拠地を置く。世界85カ国以
上で活動する、最大の国際有機認定機
関である。化学肥料、                   除
草剤の未使用。SO2の                  含有
量の規定があり。

エコセール

オーガニック

ｻｽﾃｰﾅﾌﾞﾙ・ビーガン

オーガニック

ﾋﾞｵﾃﾞｨﾅﾐ ﾋﾞｵﾃﾞｨﾅﾐ

ｻｽﾃｰﾅﾌﾞﾙ・ビーガン ｻｽﾃｰﾅﾌﾞﾙ・ビーガン
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ミディアム　 WB1272004    4582404898095 

フルボディ 　 WB1378001    4582404899535 

辛口　 WB1310003    4582404898750 

Tomoe Wines and Spirits.Co,.Ltd

フランス３　ロワール / シノン

Domaine Béatrice et Pascal Lambert /ドメーヌ ベアトリス エ パスカル ランベール

ビオディナミの教祖「ニコラジョリー」の流派。シノンの大御所が手掛けるエレガントシノン。

所有者はランベール家、1987年創業。シノンとクラヴァン・レ・コートに18ヘクタール
の畑を所有。畑は３つの土壌、砂利質、粘土珪質、粘土石灰岩質に別れ、カベルネフラ
ン（赤とロゼワイン）とシュナンブラン（白ワイン）を栽培しております。樹齢も6年か
ら75年と多岐にわたります。有機農法は20年近く実践されており、2005年から一切の化
学物質を使用せずに、ビオディナミの栽培方法に基づいて生産を行います。自然環境を
第一に考え、葡萄の最良な状態を尊重した栽培方法は、テロワールの個性を最大に活か
し、個性あるワインを提供することを可能にします。またその個性を活かすために異な
るテロワールに応じて、コンクリートタンクと木樽のいずれかを使い分けワインを熟成
させます。

ドメーヌ ベアトリス エ パスカル ランベール　シノン レ テラス ２０
産地：シノン

砂利や砂質の土壌。45hl/haの収穫量。樹齢10〜30年のブドウを100％手摘みでの収穫。醸しはコンクリー
トタンクにて15日間、その後天然酵母による発酵。熟成はコンクリートタンクにて6−12ヶ月の熟成。清燈
作業なし、軽いろ過のみで瓶詰め。亜硫酸は僅か10−20mg/Lのみ添加。ビオディナミ製法。

料理：グリルした豚、仔牛。山羊のチーズ、ハードタイプのチーズ。15−17度。

OPENプライス＊3300

ドメーヌ ベアトリス エ パスカル ランベール

レ ドロワ シュナン ２０ キュヴェ 　マリー １８

粘土石灰岩質の畑から、40Hl/haの収穫
量。100％手摘みでの収穫。天然酵母によ
る発酵。熟成は木製のタンクにて5−6ヶ月
の熟成。清燈作業なし、軽いろ過のみで瓶
詰め。亜硫酸は10−20mg/Lのみ添加。ビオ
ディナミ製法。

白亜質、フリント(岩質）粘土質の畑から、樹齢80年
のぶどうを手摘みで収穫。30hl/Haの収穫量。50hlの
大きな木樽で30〜40日発酵。天然酵母を使用し、
500L樽で12〜24ヶ月熟成。無濾過・無清澄 SO2:瓶詰
め時に15mg/L添加。ビオディナミ。

やや深い赤紫色、ジャーミーな赤い果実、少し陰のあるような土っぽさとシシトウのようなニュアンスを感じます。口
に含むとタンニンとしっかりとした旨みがあふれます。綺麗な酸と適度なミネラルがあるので、味わいは滑らかに感じ
ますが、飲み応えある骨格も同様に楽しめます。カベルネフラン種100％

料理：生ハムやサラミ。ローストした豚肉や鶏肉、熟成したヤギのチーズなど。14−17度。

参考上代3,000円

ドメーヌ ベアトリス エ パスカル ランベール　レ ぺルーシュ１７
産地：シノン

粘土珪質（フリント）のカベルネフランを使用。40Hl/haの収穫量。100％手摘みでの収穫。木製の桶で
25ー30日の醸し、天然酵母にて発酵、熟成。清燈作業なし、無ろ過で瓶詰め。亜硫酸は10−20mg/Lのみ添
加。約１年間大樽（新樽ではない）で熟成後、約半年小樽熟成しています。ビオディナミ製法。

色合いは鮮やかな紫色。熟した赤い果実の上質な香り、甘草や野菜の香り。生き生きとした果実味、ビロー
ドのような滑らかなタンニンと適度な酸味。上品なボディが特徴です。カベルネフラン種100％

産地：シノン 産地：シノン

ドメーヌ ベアトリス エ パスカル ランベール

黄金色。柑橘系や白い花の香り、カリン、
蜂蜜など。味わいは口当たりがよく、豊富
なミネラルと美しい酸味を感じます。バラ
ンスが取れた上質な味わいが楽しめます。
シュナンブラン種100％

深紅色。熟したブラックカラントやチェリーの香り、
甘草、ドライフラワーとスモーキーな香り。新鮮さと
上品な口あたり、リッチでバランスの取れた味わいと
長い余韻が楽しめます。カベルネフラン種100%

フルボディ 　 WB1470001    4571520761024

OPENプライス＊3300 OPENプライス＊4000
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入荷未定

ミディアム  WB1135005    3488920002019 辛口　WB1136006   3488920002033 

フルボディ 　 WB1125005    3488920002057 

フルボディ 　 WB1188006    3488920001012

Tomoe Wines and Spirits.Co,.Ltd

フランス４　ローヌ / シャトー ヌフ デュ パプ

DOMAINE DU PERE CABOCHE / ドメーヌ ドゥ ペレ カボッシィ
女性醸造家が手掛ける、プレス高評価の「優しくエレガント」なヌフデュパプ。

所有者はボワソン家、この畑の歴史は古く1700年代後半からワイン造りを始めております。
故に、現在の最も古いブドウの木は1906年に植えられたもの。畑はコートデュローヌの銘醸
地の一つであるシャトーヌフドゥパプに位置し17haの畑を所有します。現在はニコラスとエ
ミリーの二人の兄弟を中心に、ワインの生産を行います。醸造に関してはエミリーが全てを
担当し、彼女ならでは「エレガントで強すぎない」テイストを基本に個性的なワインを生産
します。また伝統と自然に敬意を表し、環境保護を心がけながら、サステナブルのポリシー
を基本においてワイン造りを行います。現在はVaucluse農業会議所の支援を受けて、できる
限りの自然との融合をモットーにブドウ畑を管理し、なるべく農薬を減らすことや、除草剤
を使わないことなど、環境や人々の健康を尊重するために、日々大量の時間とエネルギーを
費やしております。その結果、彼らの品質への評価は非常に高く、最近ではトップブランド
のヌフドゥパプはパーカーポイント９３点を獲得。ジャンシス・ロビンソンの評価において
も２０点中１７点Superiorを獲得するなど、お墨付きの作り手です。

ル プティ カボッシィ ルージュ ２０ ル プティ カボッシィ ブラン ２１

産地：VDP ヴォクリューズ 産地：VDP ヴォクリューズ

畑は9.2haの粘土、砂の沖積層。熟成した果実のみを使
用。伝統的なワイン製造。新鮮さと果実を保つために発
酵中に少量の酸素を利用。生産されたワインは早期に瓶
詰めされます。カラドック40%,マルスラン30%,エジオド
ラ15%,シラー15%

畑は2,5Haの砂利質沖積層。ブドウを摘み
取った後、即に圧搾。発酵は、低温
（16℃）で行います。生産されたワインは
新鮮さと香りを活かすために、早期にボト
ルに入れられます。 ソーヴィニョンブラン
100％

色合いはルビーレッド。香りは新鮮な果物と黒色の果実
の香りが主体。甘草の香りも感じます。飲み口は柔ら
か、酸味と渋みのバランスがとれた赤ワインです。シル
キーでエレガントなタンニンが特徴です。

色調は明るく淡い黄色。香りは強く複雑。
柑橘類の果実や新鮮な熟したアプリコット
や花の香り。飲み口は爽やかさと適度な酸
味のバランスがとれています。

参考上代1,800円 参考上代1,800円

ドメーヌ ドゥ ペレ カボッシィ  コート　デュ　ローヌ 20
産地：コート　デュ　ローヌ

畑は15ha。１区画のみ砂質で他の区画は小石混じりの粘土質土壌。すべて成熟したブドウのを収穫。除
弁・粉砕後、適切な温度管理のもと伝統的なマセラシオン発酵を14日間行います。その後大型のオーク樽
で熟成を行います。

色合いは赤みのある紫色。香りは新鮮な赤い果実やラズベリーの香り、しっかりした香辛料の香りが印象的
です。熟した果実、スパイス、甘草のニュアンスが口の中に広がり、エレガントなタンニンと余韻の長さが
楽しめます。グルナッシュ60% シラー20% カリニャン10% ムールヴェトル5% サンソー5%

料理：肉料理全般。香辛料を使用しローストした肉料理に。 16−18度で。

参考上代2,500円

ドメーヌ ドゥ ペレ カボッシィ  シャトー ヌフ デュ パプ 20
産地：シャトー ヌフ デュ パプ

畑は25haで石灰岩、小石、砂岩粘土、砂質の4種類の土壌から構成。全て手摘みでの収穫。成熟したぶどう
のみを選果。葡萄を軽く粉砕したのち、温度制御の可能なタンクにて伝統的な発酵を行います（約1ヶ
月）。その後12ヶ月間、大きなオーク樽とステンレスタンクに分けて熟成。

深紅色。熟した赤い果実の香りとほのかなスパイスの香り。飲み口はジャムやリコリスを連想させる豊かな
果実風味とカイエンペッパー等の香辛料のニュアンスも感じます。タンニンはシルキー、エレガントな余韻
が格別です。グルナッシュ80％、シラー15％、ムールヴェトル5%

料理：グリルした牛、羊。度。17-19度で。

参考上代6,200円
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辛口　 WB1506001    

９月入荷

辛口　 WB1505001    

９月入荷

ミディアム　 WB1504001    

Tomoe Wines and Spirits.Co,.Ltd

フランス-５ ブルゴーニュｰ１

Domaine du Vieux College  / ドメーヌ  デュ ヴュー コレージュ

自然派オーガニック｡アシェットガイド常連｡高品質なマルサネ｡
生産者はドメーヌデュヴューコレージュ。7世代に渡りマルサネ地区を中心に最
高品質のワインを生産しております。 2006年以来、Éric Guyard氏が中心に､増え
続ける需要に応え、可能な限り環境を尊重しながらブドウを栽培する為､2014年
から有機栽培で生産しております。 また高品質なワインを生産する為に 発
芽、トレリス、ストリッピング、収穫、全てが手作業で行われます。品種はピ
ノノワール･シャルドネ･アリゴテ｡現在はMarsannay、Fixin、Gevrey-
Chambertinのコミューンで25ヘクタールを所有､年間平均15万本のボトルを生産
しております｡更なる品質を守るため､Ardeasealキャップを使用しワインの熟成
を確実にしコルクのダメージを防ぎます。 このおかげで、ボトル間の芳香の均
一性が可能となります｡フランスで著名な評価誌アシェットガイド誌でも数度に
渡り評価を得ている生産者で、赤白ロゼともにテロワールに忠実な古典的かつ
上質なワインを生み出す生産者としてフランスで高い人気を誇ります。

産地：マルサネ

「レ・レシレス」は、ドメーヌの最大のキュヴェです。マルサネの西に位置。4.80Ha｡樹齢30年｡標高274〜
283メートル。傾斜は0から1.5％まで非常に緩やかで、南東に面しております。土壌はマルサネの北西に位
置する狭い谷の端に広がる、沖積円錐からの粘土と混合された小石で構成されています。土壌の薄い部分
での良好な排水と湿度の良好な保持を組み合わせ、根に良好な浸透を可能にします。樽熟成12か月(内新樽
は25%)　葡萄は全てを除梗、7-8日間の低温での醸し、その約2週間の発酵後、オーク樽で12か月の熟成
（内新樽1５％）さらに6か月間タンクにて熟成、軽いろ過で瓶詰。

深みのあるルビー色、チェリーやラズベリー等の赤い果実の香り、スパイス、スモーキーな香り。滑らかで
上品な味わいと程良い酸味､ミネラル感が特徴です｡グリルした牛肉料理､仔牛､鹿肉やマイルドなチーズなど
に。16-18度前後でのサーブがお勧め。熟成は７年前後続くでしょう。

ミシュラン扱い店舗：二つ星: Chapeau Rouge（Dijon）アシェット2020版：2017年VT掲載　2018､17年版一
つ星(2015,14VT)

OPENプライス＊6200

ドメーヌ デュ ヴュー コレージュ マルサネ ロゼ ２０

ロゼはコミューンにあるいくつかの区画から生産されます。樹齢30年｡2.15ha｡ 4-6ｶ月の大樽熟成｡ブドウ
の木は丘の中腹のふもとにあります。標高は260～約300メートル。傾斜は低く、0〜2％。主に東向きに面
しております。土壌は砂利質。ワインはダイレクトプレス法で作られます。葡萄は約3時間の浸軟時間の後
に直接圧搾されます。発酵と熟成はタンクで約1年間行われます。

透明で鮮やかなサーモンピンク色。木苺、花、桃のエレガントな香り、ほのかにスパイシー、黒パンの香
り。味わいはしなやかでフルーティ。エレガントな味わいとミネラルが特徴です｡ シャルキュトリー等の前
菜類。白身の肉、カニやエビ、そして魚のテリーヌにお勧め。11-13度

ミシュラン扱い店舗：二つ星: Chapeau Rouge（Dijon）

OPENプライス＊4200

ドメーヌ デュ ヴュー コレージュ マルサネ ルージュ レ レシーユ  ２０

ドメーヌ デュ ヴュー コレージュ マルサネ ブラン レ ヴィーニュ マリー ２０
産地：マルサネ

「レヴィーニュマリー」は斜面の中心、マルサネイ村の西に位置しています。2.20Ha｡樹齢15年｡標高282
メートルから295メートルに広がります。傾斜は2％から4％と緩やかで、東側に面しております。下層土
は、西にコンブランシアン石灰岩、東に幾つかの白い魚卵石を含む泥灰土で構成されています。斜面の下
部に位置するこの地区は、堆積物が多く、粘土質の土壌になっております。樽熟成12か月(内新樽は30%)ブ
ドウはセラーに入ると直接圧搾され、発酵と熟成のためにオーク樽に入れられます。新しいオークの割合
は20％です。その後樽をブレンドし、6か月間タンクにて熟成させます。軽い濾過の後瓶詰めを行います。

淡い黄色。はじめに木の香り､その後、フルーツの香りがバター、クリームの香りと混ざり合います｡味わい
はフレッシュでエレガント｡豊富なミネラル感が特徴です｡ タイなどの白身魚、甲殻類､ローストした鶏肉料
理。11-13度

ミシュラン扱い店舗：二つ星: Chapeau Rouge（Dijon）アシェット2022版：2019VT二つ星(ｸｰﾄﾞｸｰﾙ)

OPENプライス＊6200

産地：マルサネ
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ﾐﾃﾞｨｱﾑ　 WB1428001    4571520760416 辛口　WB1429001   4571520760423 

ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ　 WB1430001    4571520760430 

 5月再入荷

Tomoe Wines and Spirits.Co,.Ltd

OPENプライス＊3500

生産者はジラール家、歴史は古く1529年からサヴィニー・レ・ボーヌでブドウ
の栽培を始めました。現在は7世代目のジャン・ジャック・ジラール氏が引き継
ぎ、2008年には彼の息子ヴィンセントも加わりました。現在はコートドール地
域に18ヘクタールの畑を所有。年間１０万本近くのワインを生産致します。畑
はサヴィニー、ニュイサンジョルジュ、ペルナンヴェルジュレス、ヴォルネの
村に点在しております。彼らの作るワインは芳香のあるフルーティーなスタイ
ルで、美しく調和の取れた優れた純度と優雅さが楽しめます。特に彼等のフ
ラックシップの一つであるサヴィニー・レ・ボーヌは、広葉樹林に縁取られた
静かな渓谷にあります。土壌構成はもろい頁岩から緻密な粘土質と多様化して
おり、畑も北東から南にまで及び、小さなゾーンですが信じられないほどの多
様性を感じます。一般的にサヴィニーはコートドールの中でも、最も香りの高
いワインを産出する地域の一つとして知られております。

ジャンジャックジラール  ブルゴーニュ ルージュ20 ジャンジャックジラール  ブルゴーニュブラン20

産地：ブルゴーニュ 産地：ブルゴーニュ

沖積層とチョーク。0.52Ha。樹齢35年。サステーナブル
農法。ブドウは除梗され、オープンタンクにてソフトな
マセレーション（コールドソーク）を行い、その後温度
調節を伴う伝統的なアルコール発酵を行います。熟成は
フードルにて９カ月。

粘土石灰岩質。サヴィニー一級畑の上部に
位置する0.20Ha単一畑から。樹齢25年。サ
ステーナブル農法。手摘み、全て除梗選
別。オーク樽にて１０カ月熟成。

チェリーレッド。香りはスミレ、チェリーとブラックカ
ラントなどのエレガントな果実香。シルキーでピュア、
ビロードのようなタンニンが楽しめます。

黄金色。リンゴ,レモン,ストーンフルーツ
を加えたアロマティックな柑橘系の香り。
味わいはシルキーでクリーミー適度なボ
リュームも感じます。

OPENプライス＊3500

ジャンジャックジラール ジャンジャックジラール

OPENプライス＊4800 OPENプライス＊5800

ジャンジャックジラール

フランス-５ ブルゴーニュｰ２

サヴィニー レ ボーヌ ルージュ18 サヴィニー レ ボーヌ ブラン20

産地：サヴィニー レ ボーヌ 産地：サヴィニー レ ボーヌ

濃い褐色土。サヴィニーの低地域4.4Ha。樹齢35−40年。
サステーナブル農法。ブドウは除梗され、オープンタン
クにてソフトなマセレーション（コールドソーク）を行
い、その後温度調節を伴う伝統的なアルコール発酵を行
います。熟成はオーク樽にて１５カ月（内新樽は１
０％）。

下層土に平らな石が入ったチョーク。畑は
0.1Ha,真南向き。樹齢は20年。サステーナ
ブル農法。手摘み、全て除梗選別。 オーク
樽で10ヶ月熟成（15％新樽）、最初の数ヶ
月間は週に1回バトナージュ。

Domaine Jean Jacques Girard / ドメーヌ ジャン ジャック ジラール

1529年創業。サヴィニーの歴史と伝統を支えるジラール家。自然派サステーナブル.

深いチェリーレッド色。ベリー、チェリー、ローガンベ
リーの香り、ラズベリーとスミレのニュアンス。バラン
スの取れた酸味と絹のようなエレガントな味わい、柔ら
かく上質なタンニン、綺麗なワインです。

黄金色。レモンシトラスと青リンゴ、白い
花の香り。味わいは丸みがあり心地よく、
調和のとれた味わいが楽しめます。クラ
シックなタイプです。

サヴィニー レ ボーヌ プルミエクリュ レ プイエ18

産地：サヴィニー レ ボーヌ  プルミエクリュ

砂質の下層土と粘土とチョーク。0.72Ha,真東向き。樹齢
50年。サステーナブル農法。ブドウは除梗され、オープ
ンタンクにてコールドソークを行い、その後アルコール
発酵を行います。熟成はオークバレルにて１５カ月（内
新樽は15％）。

色合いは鮮やかなチェリーレッド、赤いすぐりや黒すぐ
りの香り、コショウ、レーザー、杉の香り。味わいは柔
らかでミネラルも感じます。しなやかなタンニンが楽し
めます。

OPENプライス＊6700
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辛口　 WB1431001    4571520760447 

フルボディ 　 WB1432001    4571520760454

フルボディ 　 WB1433001    4571520760461

Tomoe Wines and Spirits.Co,.Ltd

ミシュラン三つ星御用達！仏大統領官邸でもオンリスト。メルキュレの匠によるビオ。

ドメーヌ フィリップ ギャレイ メルキュレ ブラン ラ シャニエ１９
産地：メルキュレ

畑は0.30ha。泥土石灰質、石灰岩の比率が高い標高230〜320mのシャニエ地区の東、真南に面した急な斜面
の中腹にあります。30年の古木を使用。収穫は手摘み、天然酵母を使用。発酵の後、樽で12ヶ月間熟成さ
れ（新しいオークはありません）、その後すべての樽がバットでブレンドされ、さらに6ヶ月間ステンレス
タンクで熟成されてから瓶詰めされます。demeter認証ビオディナミ。

畑は0.24ha。粘土-石灰岩泥灰土,砂質。250−300m南東向きの日当たりの良い斜面にあります。60年の古木
を使用。収穫は手摘み、天然酵母を使用。小さなステンレス鋼の大桶で全房で発酵。オーク樽で12ヶ月間
熟成。メルキュレの樽メーカーと協力し、非常に柔らかなトーストの樽のみを使用し、微かに樽由来の香
りを与えるようにしています（新樽比率は10％）。その後ステンレスタンクにてブレンドし、瓶詰めする
前にさらに6か月間熟成させます。demeter認証ビオディナミ。

ルビー色。赤と黒のフルーツ、スパイス、モカの香り。エレガントな飲み口と、フローラル、フルーティー
なアロマ、驚くべき長い余韻が楽しめます。グリルした赤身肉料理全般、野禽類やエスニックなど。16−18
度前後でのサーブがお勧め。熟成は8年前後。

ミシュラン扱い店舗：三つ星: Maison Lameloise (Chagny),Pierre Gagnaire (Paris),L'Arpege(Paris)

輝く美しい黄色。香りは、ピーチ、アプリコット、シトラスなど豊かで幅広いアロマがあります。口に含む
と、素直でフレッシュ円やかで上質な味わいが楽しめます。鶏肉のキノコソース。海老のグリル、魚の蒸し
焼き　１２度前後でお楽しみください。熟成は5年間。

ミシュラン扱い店舗：三つ星:Alexandre Mezza(Marseille),Maison Lameloise
(Chagny),L'Arpege(Paris),  二つ星:La Mere Brazier(Lyon)

ドメーヌ フィリップ ギャレイ メルキュレ プルミエクリュ ラ シャシエール 19
産地：メルキュレ  プルミエクリュ ラ シャシエール

畑は１ha。泥土石灰質、石灰岩の比率が高い標高250mの南東向き斜面にあります。半分は60年の古木を使
用。収穫は手摘み、天然酵母を使用。小さなステンレス鋼の大桶で全房で22日間の発酵後オーク樽で12ヶ
月間熟成。メルキュレの樽メーカーと協力し、非常に柔らかなトーストの樽のみを使用し、微かに樽由来
の香りを与えるようにしています（新樽比率は10％）。その後ステンレスタンクにてブレンドし、瓶詰め
する前にさらに6か月間熟成させます。　demeter認証ビオディナミ。

ルビー色。チェリー、ラズベリー、レッドカラントの豊潤なアロマと、メルキュレの典型的なスパイス。複
雑で口の中で、長さのある幅広い余韻が楽しめます。グリルした肉料理やこの地域のコックオーヴァンや
ビーフシチューなど。16−18度前後でのサーブがお勧め。熟成は8年前後。

ミシュラン扱い店舗：三つ星: Maison Lameloise (Chagny),Pierre Gagnaire
(Paris),L'Arpege(Paris),Guy Savoy(Paris) 二つ星:La Mere Brazier(Lyon)

フランス-５ ブルゴーニュｰ３

Domaine Phillip Garrey  / ドメーヌ フィリップ ギャレイ

ギャレイ家は、メルキュレの南端「サンマルタンスーモンタイグ」の町に位置。４.５haの畑
を所有。1789年から葡萄生産を行い現在で6代目になります。2011年にコートシャロネーズで
デメテルからビオディナミ農法の認証を取得した最初の生産者となりました。近隣のエス
テートとは異なり、彼は自分のブドウ園を拡大することにはあまり興味がなく、充分に葡萄
の世話をすることができる規模を維持することをポリシーとしております。収穫は手作業で
葡萄は小さな木枠で収穫。発酵は天然酵母のみで行われます。骨の折れる、気配りのある仕
事を行った結果、優雅さ、純粋さ、そして繊細さを備えた美しいワインが出来上がります。
それを証明するように。デカンターは彼をメルキュレアペラシオンの最高の生産者の一人と
して指名し、ワインはパリを中心にミシュランの星付きレストランでも扱われております。
更に最近では「エリゼ宮殿」のフランス大統領官邸セラーワインにも認定され、様々なレセ
プションにおいてサーブされております。

19年：OPEN＊6000　/20年：OPEN＊7000

19年：OPEN＊6500　/20年：OPEN＊8500

19年：OPEN＊6500　/20年：OPEN＊9500

ドメーヌ フィリップ ギャレイ メルキュレ プルミエ クリュ クロ デュ パラディ１9
産地：メルキュレ  プルミエクリュ クロ デュ パラディ
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ﾐﾃﾞｨｱﾑ　WB1415001    4571520760171 辛口　 WB1315003   4582404898866 

Tomoe Wines and Spirits.Co,.Ltd

ピノノワール　ボーレンベルグ２０ ドルシュヴィール　クレマン ダルザス　１８

産地：アルザス 産地：クレマン　ダルザス

畑は0,11ha。ﾎﾞｰﾚﾝﾍﾞﾙｸﾞに位置し３区画。
(1つは東向き,2つは西向き）ジュラ紀後期
の石灰岩質。手摘み、茎の除去、２週間の
ﾎﾟﾝﾋﾟﾝｸﾞと圧搾後、3-6ヶ月の熟成。収穫
量49hl/ha,酸度4,26g,残1.6g,SO2:79mg。
15年も熟成が可能です。樹齢57年。

クレマンはスタインバッハの粘土砂岩の土壌で栽培。平均
樹齢30年。収穫量68hl/ha 酸度4,64g 残糖7.43g SO2 50mg
生産量11,200本。瓶内熟成期間24ヶ月：このクレマンは瓶
の中で進化します。炭酸ガスがワインを保護するので、飲
み頃は約10年から15年も持続します。

深紅色、チェリーやいちごジャムの果実、
ムスクの香り、柔らかで上品な飲み口なが
ら、厚みのある酒質と長いタンニンが特徴
です。15−17度で、デカンター後にお楽し
み下さい。

ワインは黄金色。トーストやカリン、非常に細かく持続的
な泡立ちを感じます。口の中で豊かで複雑なボディと調和
のとれた味わいが楽しめます。８−１０度が適温です。

参考上代3,300円 参考上代3,500円 

産地：アルザス 産地：アルザス

畑は0,23Haの8区画。(３つは東向きの薄い土壌、2つは西
向きの深い土壌、３つは丘の頂上,乾燥。）ジュラ紀後期
の石灰岩質。年間降雨量が400〜500mmの低降雨量につ
き、この品種に最適。茎は除去、３週間の発酵後3−８ヶ
月の熟成。平均樹齢17年。収穫量66hl/ha、酸度2.12、残
糖16g。10-12年熟成が可能です。

畑はﾎﾞｰﾚﾝﾍﾞﾙｸﾞの３区画。(２つは東向き薄
い土壌、１つは西向きの深い土壌）。ジュ
ラ紀後期の石灰岩質。茎の除去、2-5週間の
長めの発酵後3-8ヶ月の熟成。80％が樹齢55
年の古木。収穫量67hl/ha 酸度3,61 残糖
4.3g

明るい黄色。桃とライチ、焼いた安納芋の香りを感じま
す。スムースな口当たり、フルーティーさとエレガント
な酸味が特徴です。上品に存在する甘さはワインに厚み
と奥行きをもたらします。

鮮やかな黄色。アプリコットと柑橘系の果
物、プラムの香り。味わいはしなやかでバ
ランスが取れており、軽く焼いたリンゴの
ニュアンス、かすかに松の樹脂も感じま
す。

参考上代3,300円 参考上代3,200円 

ドルシュヴィール

畑はﾎﾞｰﾚﾝﾍﾞﾙｸﾞに0,12ha、4区画。貝殻石
灰岩、ジュラ紀後期の石灰岩質。40％は樹
齢55年。茎は除去、２週間の発酵後3-8ヶ
月の熟成。収穫量62hl/ha、酸度5.49、残
糖12g、10-12年熟成が可能です。

標高300m中腹。南東向きのエリア。上部は白亜質の砂岩と
雲母質の砂岩、下部は粘土砂岩。この粘土質に砂岩が含ま
れている特異性（リースリングの完熟を促す）により、
フィングスベルクとリッペルスベルクという名前が生まれ
ました。収穫量45hl/ha 酸度5,10 残糖3,79g SO2 98mg 15
年熟成可能です。

クリアな黄色、レモンやパインのフルー
ティーな香り。クリスピーな風味と芳醇な
ミネラルを感じます。バランスは非常によ
く適度な厚みと余韻の長さが印象的です。

美しい黄色。柑橘系の果物と白い花の香り、若いうちは強
いレモンのニュアンスを感じます。その後強いミネラルと
塩味の側面が現れます。若い頃はレモンの風味が強いです
が、6〜10年の熟成後にミネラルに向かってタイトに変化し
ていきます。

参考上代2,800円 OPENプライス＊4200

ドルシュヴィール ドルシュヴィール

ゲヴュルツトラミネール　ボーレンベルグ１５ ピノグリ　ボーレンベルグ１８

 フランス６-アルザス
Chateau d'Orschwihr  / シャトー ドルシュヴィール

ゲヴュルツ種の聖地「オルシュヴィール村」から、低収穫を貫く熟成型アルザス。
シャトー・ドルシュヴィールは、アルザスのコルマールから、20kmほど南に位置するオル
シュヴィール村にあります。シャトーの歴史は1049年まで遡り、フランス革命後の1854年に
現在の所有者アルトマン家が購入しました。1986年から畑を広げ、現在は23haを所有。その
うち2.5haが5つのグラン・クリュ(Rangen,Kitterl,Kessler,Pfingstberg,Kitterl)であり、
有名なBollenberg,Hueben,Enchenbergを独占所有しています。現オーナーのゴーティエ・ア
ルトマンは、父親と5年間働いた後、2011年に会社を引き継ぎました。ワインは、殺虫剤・農
薬・科学肥料の未使用、補糖も一切行わず、ブドウの糖度が上がるまでは収穫を行いませ
ん。（オーガニックの申請は受けておりません）。また同様、環境保全農法の理念のもと、
ぶどう造りが行われおり、土壌や水を汚染するのを防ぐために、除草剤もすぐに地中に分解
されるものだけを使用しております。また、畝と畝の間の草を重要なものと考え、芝生のよ
うに定期的刈りとりを行います。収穫量はAOCでの規定ではグランクリュでも、70hl/haであ
るにも関わらず、彼らは、AOCアルザスで67hl/ha、グランクリュで45hl/haと、厳しく収穫量
を制限して凝縮感のあるワインを造ります。

ドルシュヴイール ドルシュヴイール

リースリング　ボーレンベルグ２０ リースリング　グランクリュ　フィンスベルグ１４

産地：アルザス 産地：アルザス　グランクリュ
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ミディアム　 WB1394002    4582404899757 

フルボディ 　 WB1395002    4582404899764 

辛口　 WB1396001    4582404898859 辛口　WB1397001   4582404899788 

Tomoe Wines and Spirits.Co,.Ltd

OPENプライス＊3200

料理：赤身肉料理、きのこ料理、ローストビーフ、ジビエ等。

OPENプライス＊3300

ドメーヌ　ジャン ルイ ティソ

ドメーヌ ジャン ルイ ティソ　シャルドネ 18 クレマン　デュ　ジュラ

産地：アルボワ 産地：ジュラ

平均樹齢は25年。土壌は粘土石灰岩質。収穫は20年未満
の木は機械で収穫、古いブドウの木は手摘み。葡萄は除
梗され、空気圧プレスを使用し柔らかくプレスされま
す。アルコール発酵はステンレス鋼の大桶を使用。その
後マロラクティック発酵が行われ、オーク樽で12ヶ月間
熟成されます。

樹齢10年未満の若い葡萄を使用。収穫は全
て手摘み。ブドウは空気圧プレスに入れら
れ、ステンレス鋼の大桶での発酵。
「Prisedemousse」（ボトルでの二次発酵）
を１２ヶ月行ないます。ドサージュ：3.50g
/ L

オレンジ色がかったルビーカラー。ストロベリーとラズベリーの華やかな香り、スモークしたスパイスの香
りを感じます。 飲み口は軽くフルーティー。 バランスの取れた酸味と程よいタンニンが特徴です。

料理：シャルキュトリーなどの前菜類。白身肉料理、カツレツ。焼き鳥。コンテなどのハードタイプチー
ズ。

ドメーヌ ジャン ルイ ティソ　アルボワ　トゥルソー　19
産地：アルボワ

35年の古木を使用。トルソー種にマッチする粘土砂利質。収穫は全て手摘み。ブドウはセラーに入ると完
全に除梗され、発酵のためにコンクリートの大桶に入れられ21日間醸し行います。その後マロラティック
発酵の後、ワインは瓶詰め前にオーク樽で18ヶ月間熟成されます。リュットリゾネ製法。長期熟成も可能
です。

明るいルビー色。赤い果実、杉、乾燥ハーブ、黒胡椒などの香り。クランベリー、チェリー、ラズベリーの
果実味と酸味。しっかりとしたタンニンが楽しめます。熟成により果実風味は獣のニュアンスに変化してい
きます。

麦わら色。青リンゴ、レモングレープフルーツ等の果実
の香り、白い花やハーブの香り。厚みのあるボディとバ
ランスのとれた酸味と程よいミネラルを感じます。

麦わら色。レモンと青リンゴの香り、アー
モンド、白亜質土壌のミネラルを感じま
す。 味わいはフルーティーでさわやか。
鮮やかな泡立ち、中程度の酸味が特徴で
す。

フランスｰ７　ジュラ/アルボワ 

Domaine Jean Louis Tissot / ドメーヌ　ジャン ルイ ティソ
生産チームは６人のみ‥。本当は国内でしか買えません。希少リュットリゾネのアルボワ。

ジャン・ルイ家が所有、1969年に設立。畑は16ヘクタール、現在はヴァレリーとジャン=クリ
ストフの姉弟によってリュットリゾネの原則に基づいてワイン造りを行います。ドメーヌ
は、AOCアルボワの中心部にある絵のように美しい丘の村モンティニー・レアルシュールに位
置し、ジュラのワインとスピリッツを生産しております。ヴァレリーは、ボーヌのマコン・
ダヴィエでワイン生産を学びました。今日、ヴァレリーはビジネスの商業的側面を運営し、
ジャン・クリストフはワインを作り、父親のジャン・ルイと一緒にブドウ園を担当しており
ます。彼らは、プールサールとサヴァニャンに理想的な重い泥灰土のある、レブリュイエー
ルの数ヘクタールを含んだモンティニー周辺のさまざまな区画を所有しています。ブドウの
木は、ブドウの木の列の下でのみ除草剤を使用し、1列おきに草を刈り取り、1人の正社員と3
人の季節労働者と一緒に管理を行います。収穫の一部は手作業で、一部は機械を使用しま
す。彼等のワインは、直接消費者に販売するか、フランスの卸売業者を通じての販売のみ
で、輸出は殆どされておりません。

ドメーヌ ジャン ルイ ティソ　アルボワ　プルサール　19
産地：アルボワ

樹齢45年の古木を使用。土壌は多層の泥灰土（マール）。収穫は手摘み。ブドウはセラーに入ると完全に
除梗され、その後大桶に入れられます。アルコール発酵は約15日間。マロラクティック発酵の後、ワイン
は瓶詰め前にオーク樽で18ヶ月間熟成されます。リュットリゾネ製法。

OPENプライス＊3000

OPENプライス＊3400
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辛口　 WB1471001   4571520761031 

辛口　 WB1472001   4571520761048 

辛口　 WB1473001   4571520761055　

Tomoe Wines and Spirits.Co,.Ltd

ズッキーニやナスなどの新鮮で繊細なサラダに、トリュフオイルを使用した新鮮な野菜に特に合います。
魚料理、魚介類や鶏肉料理にも。6ー9°Cで冷やしてお召し上がりください。

シャンパーニュ マルトー ギィヨーム  エスプリ テロワール ブリュット ナチュール １5
産地：シャンパーニュ　ヴァレ ド ラ マルヌ

ボネイユ村、泥灰土、粘土石灰岩の土壌。ワインは樽熟成(12ヶ月）。リザーブワイン:0％,ドサージュ：
0g。瓶内熟成6年。Concours « Tasted 100% blind » 2020 : noté 91/100

深みのある黄金色、非常に細かく繊細な泡、エキゾチックなフルーツとサフラン等のスパイスの香り。オー
ク樽での醸造のおかげで、深いアロマと非常に軽いタンニンの印象を口の中に与え。その後新鮮さと豊富な
ミネラルを感じます。 品種：80% シャルドネ  20% ピノ・ノワール

複雑な味わいのワインは、個性的な魚やシーフードと完璧に調和します。ソース、上質でおいしい、また
は手の込んだ上質でスパイスが効いた料理にもお勧め。理想的な温度：8〜10°C。

マルトー家は、19世紀の終わりにヴァレ・ド・ラ・マルヌの小さな村ボネイユにて創業。畑
は谷に囲まれたボネイユとアジー＝シュル＝マルヌの急な丘の上にあります。５世代に渡り
ワイン作りを行いますが、当初は協同組合のためにワインを生産、その後は20年近くブドウ
の苗木の販売を手がけておりました。1996年に生産者元詰めのスタイルに変更、2003年から
ギョーム氏が引き継ぎました。８haの畑から、手摘み、殺虫剤、化学除草剤の未使用。天然
堆肥の使用など、生産はオーガニックスタイルで行われます。（現在認証申請中）尚スタン
ダード商品以外のワインはオーク樽で熟成されたのち使用されるとのことです。また彼らの
特徴の一つである、長期瓶内熟成は、6年から7年間瓶内熟成を行い味わいに旨味を持たせて
から出荷するというこだわりのスタイルです。リリースを始めたばかりですが、早速ミシュ
ランの星付きレストラン Loiseau des Vignes (Beaune)へ納入が始まったとの事です。

シャンパーニュ マルトー ギィヨーム  エセンシェル （13）
産地：シャンパーニュ　ヴァレ ド ラ マルヌ

ボネイユ村、泥灰土、粘土石灰岩の土壌。ワインは樽未使用。リザーブワイン３０％（2003年物使用）ド
サージュ：6.5g。瓶内熟成７年。リザーブワイン以外は13年ヴィンテージ。

OPENプライス＊8000

OPEN＊12000

シャンパーニュ マルトー ギィヨーム  エクセラン １4
産地：シャンパーニュ　ヴァレ ド ラ マルヌ

ボネイユ村、泥灰土、粘土石灰岩の土壌。ワインは２０％樽熟成(8ヶ月）。リザーブワイン0％。ドサー
ジュ：6.5g。瓶内熟成７年。Concours « Tasted 100% blind » 2020 : noté 89/100

黄金色、細やかな泡立ち。桃や洋ナシ、蜂蜜、バターを塗ったブリオッシュ等の香り。フルーティな味わい
と豊富なミネラル感が楽しめます。品種：40% ピノムニエ　30% ピノ・ノワール　30% シャルドネ

OPENプライス＊7000

黄金色、細やかな泡立ち、桃、柑橘類の香りと甘いアーモンドの香り。ピノ・ムニエがもたらすフルー
ティーさが特徴です。ブリュットであっても長期熟成により、滑らかでバランスが取れた味わいが楽しめま
す。　　　　　　　　品種：80% ピノムニエ　10% ピノ・ノワール　10% シャルドネ

白身肉料理全般、またはハーブとクルミまたはトリュフオイルを使った上質なサラダをお勧めします。熟
成したコンテなど。甘さの少ない美味しいデザートも際立ちます。6ー9°Cで冷やしてお召し上がりくださ
い。

フランスー８ シャンパーニュ

Champagne Marteaux Guillaume / マルトー ギヨーム

ヴァレ･ド･ラ･マルヌ、ボネイユ村から5代目が手がける自然派長熟RMシャンパーニュ。
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ローラン ブレバン ヴァンムスー

ブリュット　ブラン ド ブラン ビオ
産地：プロヴァンス　

白い花、レモン、グレープフルーツ等の香り

柔らかな飲み口と細かく繊細な泡立ち。

品種：ﾕﾆﾌﾞﾗﾝ・ｺﾛﾝﾊﾞｰﾙ

辛口 WB1345001　4582404899207

Vins Bréban

シャンパーニュ フローマングリフォン　キュベ

グランドレゼルヴ・プルミエクリュ・ブリュット ブルーナン リヴァーナ２０
産地：シャンパーニュ（モンターニュ デ ランス） 産地：ラインヘッセン

蜂蜜、ヘーゼルナッツの香り、ミネラル感、 青リンゴやマスカットの香り。

しなやかでバランスが取れております。 爽やかな酸味と果実風味が楽しめます。

品種：シャルドネ・ピノムニエ・ピノノワール リヴァーナ他

辛口　WB1275001 4582404898125 やや甘口　WB1316002　4022025250006

 在庫限り

ブルーナン ゴールドエディション ブルーナン アイスヴァイン375ｍｌ
産地：ドイツ 産地：ラインヘッセン

新鮮なフルーツの香り。きめ細やかな 輝く黄金色、ブドウの糖度を上げるため、

泡立ち。金箔入りです。 粒が凍るまで収穫を遅らせる芸術品です。

リヴァーナ他

やや辛口　WB0967003　7075963720398 極甘口　WB1213001　4582404897258

 在庫限り  在庫限り  在庫限り

シェンハース シュタイネ シェンハース シュペートブルグンダー シェンハース ビーベルンハイマー

トロッケン リースリング 19 トロッケン 18 ピノノワール　ロス トロッケン 18
産地：ラインヘッセン 産地：ラインヘッセン 産地：ラインヘッセン

味わいはフレッシュ、豊富なミネラルと 飲み口はクリーンでスムース,程よい酸味、 飲み口は円やかで優しく、円熟味も

酸味を備え、後味に塩味を感じます。 豊富なミネラル感を感じます。 感じます。12ヶ月オーク樽熟成。

品種：リースリング 品種：ｼｭﾍﾟｰﾄﾌﾞﾙｸﾞﾝﾀﾞｰ（ピノノワール） 品種：ピノノワール

辛口  WB1266002　4260111950212 ﾐﾃﾞｨｱﾑ　WB1267002 4260111950427 ﾐﾃﾞｨｱﾑ　WB1268002  4260111950441

Tomoe Wines and Spirits.Co,.Ltd

参考上代4,600円 Weingut Schönhals

参考上代2,200円 参考上代2,400円 参考上代2,800円

シェーンハルス醸造所はラインヘッセンの中
心部に位置。肥沃な黄土土壌とライン川によ
る氷河堆積物は、ワインにとって理想的な栽
培地です。1988年より有機栽培を行い、認定
はEUオーガニック、ECOVIN。その他肥料や添
加物は全て動物性物質を使用しないヴィーガ
ンワインを製造します。畑は10ha.

参考上代1,500円 Champagne Froment Griffon

ドイツのワイ
ンブランドで
あるブルーナ
ンは、世界の
中でも最も古
いワインブラ
ンドの一つで
す。彼らのワ
インは冷温発

酵によって生産され、ドイツワインのお手
本である『フレッシュでフルーティ』な味
わいを世界各国に販売しております。

参考上代6,800円 LANGGUTH ERBEN 参考上代1,520円 

フランス-９ / ドイツ  

創業は1952年ブレバン家が所有。現在は２０の独
立したドメーヌとの契約を交わし、５０種類以上のワ
インの販売を手がけ、30％を海外に輸出を行いま
す。現在はサステナブル農法を心がけ、一部は
オーガニックでの生産を行います。

マティアス家が所有。2003年以来プルミエ
クリュとして分類されるセルミエ村に位
置。ぶどう園は6.65haの広さで、4つの有名
なMontagne de Reimsのクリュ：Sermiers、
Chamery、Villers-Allerand、Gueux。
リュットリゾネ、一部を有機農法にて栽培
を行います。

参考上代1,900円 

オーガニックオーガニックオーガニック

オーガニック
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地図
ゾンネンムルデ  グリューナー 

ヴェルトリーナー  ハイデボーデン20
産地：ブルゲンラント

青リンゴやハーブ、繊細な白コショウの香り

ミネラル感と調和の取れた味わい。

品種：グリューナー　ヴェルトリーナー

辛口　WB1375002  9120001700110

ゾンネンムルデ  リースリング20 ゾンネンムルデ  ブラウフレンキッシュ19 ゾンネンムルデ  ノイジードラーゼーDAC

ツヴァイゲルト20
産地：ブルゲンラント 産地：ブルゲンラント 産地：ブルゲンラント

桃や花を連想させます。味わいは力強く 野生のベリーの香り、柔らかな飲み口 香りはチェリーやストロベリー,白胡椒。

独特の酸味と表情豊かなボディ。 程よい酸味、フルーティな味わい。 清涼感があり滑らかです。

品種：リースリング 品種：ブラウフレンキッシュ 品種：ツヴァイゲルト

辛口　WB1376002　 9120001700134 ﾐﾃﾞｨｱﾑ　WB1373001 　9120001709311 ﾐﾃﾞｨｱﾑ　WB1374002 　9120001709342

 終了予定

ゾンネンムルデ  ピノノワール19

産地：ブルゲンラント

赤い果実の香り。程よいボディと

タンニン。長期熟成も可能。

品種：ピノ・ノワール

ﾐﾃﾞｨｱﾑ　WB1419001 　9120001700387

ドゥナバール　ピノノワール19 ドゥナバール　ｸﾞﾘｭｰﾅｰｳﾞｪﾙﾄﾘｰﾅｰ19
産地：パンノン　 産地：パンノン

さくらんぼとワイルドベリーの香り、 青リンゴや桃､白胡椒の香り。軽やかな

上質でシルキーなタンニン。 酸味とミネラル感が楽しめます。

品種：ピノノワール(ケーク•ブルグンディ） 品種：グリューナー・ヴェルトリーナー

ﾐﾃﾞｨｱﾑ　WB1384001 5998623530163 辛口　WB1467001 

Tomoe Wines and Spirits.Co,.Ltd

Danubiana Vins Hongrois 参考上代1,500円 参考上代1,500円 

参考上代2,500円 参考上代2,500円 参考上代2,600円 

参考上代2,700円

ダヌビアナ社は1990年設立。現在2つのワ
イン醸造所を所有し、1つはハンガリーで
二番目に大きなワイン産地“マートラ”。
もう1つはハンガリーの南西部にある“ボ
ニハド”に位置します。現在は約400のブ
ドウ栽培者と契約しており、醸造能力は14
億リッターの生産を行います。

HUNGARY

オーストリア・ハンガリー  

シュライナー家が1920年から所有、
オーストリアで最も有名な産地の1つ
である「ノイジードラーゼー」、湖の
北東岸に位置するゴルスにあります。
優れた土壌と最高の気候条件のなか、
2000年より有機栽培を行います。

AUSTRIA Sonnenmulde Bioweingut 参考上代2,500円 

オーガニック・ヴィーガン

オーガニック・ヴィーガン オーガニック・ヴィーガン オーガニック・ヴィーガン

オーガニック・ヴィーガン
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ガルダ カベルネ 20 クストーザ ２０
D.O.Cガルダ D.O.Cクストーザ 

微かな植物や草、プラムやチェリーの香り 新鮮なフローラル香と果実香を持ち,

柔らかくスムースな味わいのカベルネ。 生き生きとした酸味のある白ワイン。

品種：ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ・ｶﾍﾞﾙﾈﾌﾗﾝ 品種：ﾄﾚｯﾋﾞｱｰﾉ,ｶﾞﾙｶﾞﾈｶﾞ,ｺﾙﾃｰｾﾞ,ﾄｶｲ他

ﾐﾃﾞｨｱﾑ　WB1247004　  8030625004581 辛口　WB1386002  8030625004536 

参考上代1,800円 参考上代1,700円

ペルネーロ ピノネロ デル カンポ デッラ フォヤーダ　オルトレポ

オルトレポ パヴェーゼ 20 パヴェーゼ　リースリング レナーノ19
D.O.Cピノネロ デル オルトレポ パヴェーゼ D.O.Cオルトレポ パヴェーゼ

円やかでバランスの取れた上品な 白い花の香り、味わいはシャープで

味わいとタンニンが楽しめます。 ミネラルが豊富です。

品種：ピノネロ 品種：リースリング　レナーノ

ﾐﾃﾞｨｱﾑ　WB1280003　 4582404898194 辛口　WB1281002 　4582404898200

ラマート オルトレポ パヴェーゼ ジリバルディ バルベラ ダルバ 
ピノグリージョ（オレンジ）21 スペリオーレ１7
D.O.Cオルトレポ パヴェーゼ 産地：D.O.Cバルベラ ダルバ

チェリー、ラズベリーの香り、旨味と 適度な酸味と柔らかなタンニン、

微かなタンニンが特徴。 バランスの取れた味わいが楽しめます。

品種：ピノグリージョ 品種；バルベラ

辛口　WB1420002   8032539831383 ﾐﾃﾞｨｱﾑ　WB1285001　8018753001047

ジリバルディ ネッビオーロ ダルバ クリヴス ソアーヴェ クラシコ20
コンカドーロ18 産地：DOC ソアーヴェ クラシコ

産地：D.O.Cネッビオーロダルバ 青リンゴや洋ナシ、アーモンドの香り、

円やかな飲み口、バラやバニラの香り 飲み応えのある芳醇なボディが特徴。

長い余韻が楽しめます。 品種：ｶﾞﾙｶﾞﾈｶﾞ・ﾄﾚｯﾋﾞｱｰﾉ ﾃﾞｨ ｿｱｰｳﾞｪ

品種；ネッビオーロ 辛口　WB 1179004　4582404896831

ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ　WB1357001　8018753000798

Cantina Di Monteforte 参考上代1,800円
Tomoe Wines and Spirits.Co,.Ltd

イタリア  

参考上代2,800円参考上代3,100円 

1952年に80のワイン生産者によって設立され
ました。現在は600人の生産者、述べ1,300ヘ
クタールのブドウ畑（80％はD.O.C。）から成り
立ち、ソアヴェクラシコで有名なVal d 'Alpone
の入り口に位置しております。

参考上代3,600円

1959年に設立。ロンバルディア州、ガルダ湖の南
側、ポンティ スル ミンチョに位置する協同組合で
す。地形、土壌とガルダ湖がつくりだす独特なマイ
クロクライメイト（微気候）により、この土地は特に葡
萄の栽培に適合しております。

Cantina Colli Morenici
創業は1868年オルトレポ　パヴェーゼで最
も古いワイナリー。80haのブドウ畑を５代
目に当たるコミ家が所有しております。土
壌は石灰質、砂利質でブドウを栽培するの
に適しており、夜間と昼間の気温の寒暖差
が大きく、

冷たくて風通
しの良いミク
ロクライメイ
ト気候は優れ
た酸味を持つ
健康的なブド
ウを産出しま

す。

1920年代からワインの生産を行い、現在は三
世代目、ジリバルディ家が所有しております。
2001年に有機ぶどうの栽培を開始。 葡萄品
種はネッビオーロ種を主体にドルチェット種、
バルベラ種、ピノネロ種を生産しております。

TRAVAGLINO 参考上代3,200円

Mario Giribaldi

参考上代3,600円 

サステーナブルオーガニック

オーガニックサステーナブル

サステーナブルサステーナブル
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ベッラ フィオーレ　ロッソ デル
ヴェネト アパッシメント１８
産地：IGT ヴェローナ

チェリーやドライフルーツの香り、陰干しによる

チョコやバニラのニュアンスが楽しめます。

コルヴィーナ・メルロー

ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ　WB1356002  8052432832935 

ORION WINES RENZO MASI

イル バスタルド ヴィーノロッソ19 ラ バスタルダ ヴィーノ ビアンコ21 ジネストライア　キアンティ ２１
産地：イタリア 産地：イタリア 産地：D.O.C.Gキアンティ

ベリーやチェリー、スミレの香り。滑らかで洋梨、リンゴ、パッションフルーツの香り。ベリー、ラズベリーの香り、程よい酸味

バランスの取れた味わいが楽しめます。 フルーティでエレガントな味わい。 適度な厚み、エレガントなワインです。

品種：サンジョベーゼ・シラー 品種：ﾄﾚｯﾋﾞｱｰﾉﾄｽｶｰﾉ・ﾓｽｶｰﾄ 品種：サンジョベーゼ・コロリーノ

ﾐﾃﾞｨｱﾑ　WB1209003   8005256000400 辛口　WB1210005   8005256000417 ﾐﾃﾞｨｱﾑ　WB1111005  8005256000295

参考上代1,260円

ジネストライア キアンティ リゼルヴァ１９ バカロ ロッソ モリーゼ リゼルヴァ16
産地：D.O.C.Gキアンティ D.O.Cモリーゼ

熟したプラム、ベリーの香り、上品な 熟した果実やカカオの香り、濃厚ながら

飲み口、濃厚なボディとタンニンが特徴。 調和の取れた味わいが特徴。樽熟12ヶ月

品種：サンジョベーゼ・コロリーノ 品種：モンテプルチャーノ

ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ　WB1112005  8005256000363 ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ　WB0485007  4582404894318

参考上代2,200円 BOTTER CARLO 参考上代1,400円
 10月入荷

ビッシ マルケ　メルロー ビッシ ヴェルディッキオ ディ マテリカ

IGP マルケ DOCヴェルディッキオ ディ マテリカ

熟したブラックベリー、草草の香り。 白い花、青リンゴ、アーモンドの香り。

エレガントで甘くしなやかな飲み口。 豊富なミネラル,バランスの取れた味わい。

品種：メルロー 品種：ヴェルディッキオ

ﾐﾃﾞｨｱﾑ　WB1507001  　8032578970487 辛口　WB1508001　 8032578970425

Tomoe Wines and Spirits.Co,.Ltd

OPENプライス＊2200

オリオンワインズは2008年に設立され、輸出市
場を中心にイタリア全域の主要ワイン産地か
ら、高品質なワインの生産をすることに注力、
ヴェネト他、各地域の少数のワイナリーと強力
な関係を結び、葡萄栽培から瓶詰までを完全に
コントロール、生産者と緊密に常に品質の向上
を目指し、それぞれ地域が持つ特性を活かし、

個性溢れるワ
インを作って
おります。

参考上代2,200円

Renzo Masi家
は3世代に渡り
ます。ルフィ
ナとその周
辺、畑は300
メートルの高
さにあり”ガ
レストロ”と
して知られて
いる岩

石混じりの土壌と、ブドウの熟成に理想的なマ
イクロクライメイトの条件下でワインは生産されま
す。 ぶどう畑は35ha所有。

参考上代1,260円

創業は1928年。ヴェネトにてスタート。当初はバル
クワインを中心に販売を行っておりましたが、1950年
よりボトルワインの製造に切り替え、近年ではイタリア
全域の生産者と契約を結び、コストパフォーマンス
のあるワインが世界で人気です。

シャトーはマテリカに位置、内20ヘクタールのブドウ
園は2016年より有機栽培に変更されており（CCPB
認定）、そのうち17ヘクタール以上が白のヴェル
ディッキオ・ディ・マテリカ、2ヘクタール強がサンジョ
ヴェーゼやメルローなどの赤ブドウで栽培されてい
ます。

BISCI OPENプライス＊2600

参考上代1,500円

イタリア２

オーガニック オーガニック
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モンテテェーザ  ネロ ディ トロイア19 セーイ カゼッレ ネグロアマーロ18

IGP プーリア DOP サリチェ サレンティーノ

熟した果実、干し葡萄のニュアンスとスパイス ブラックチェリーにほのかなスパイスの香り

の香り。濃厚ながらバランスの取れた味わい。 バランスのとれた果実味とタンニン。

品種：ネロ ディ トロイア 品種：ネグロアマーロ

ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ　WB0990004  8059020140410 ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ　WB1351002　  8059020145330

チンクエ ノーチ プリミティーヴォ18 コッチネーラ　ロッソ　ビオ　２０ モンテテェーザ  アパッシメント

IGP プーリア IGP プーリア IGP プーリア

スパイスやジャムを思わせる強い香り 心地よいフルーツの香り、エレガントで 干し葡萄、トースト、スパイスのニュアンス

豊かな果実風味と凝縮感のある味わい。 バランスの取れたタンニン。 柔らかな味わいが楽しめます。

品種：プリミティーボ 品種：ﾈﾛ ﾃﾞｨﾄﾛｲｱ･ﾒﾙﾛｰ･ﾌﾟﾘﾐﾃｨｰﾎﾞ･ﾈｸﾞﾛｱﾏｰﾛ 品種：ﾈﾛﾃﾞｨﾄﾛｲｱ・ﾌﾟﾘﾐﾃｨｰﾎﾞ･ﾒﾙﾛｰ　

ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ　WB1350002  8059020145545 ﾐﾃﾞｨｱﾑ　WB1509001  　8059020144326 ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ　WB1510001  　8059020141127

参考上代1,600円

ロンカーラ ヴィーノロッソ オーガニック ロンカーラ ヴィーノビアンコ オーガニック  

産地：イタリア 産地：イタリア

カシス、いちご等の赤い果実の香り。 麦藁色。柑橘類、花の香り。

滑らかな飲み口と豊かな果実風味。 爽やかな飲み口と適度な酸味が特徴。 

品種：シチリア産メルロ主体　 品種：シチリア産インツォリア種主体 

ﾐﾃﾞｨｱﾑ　WB1382001 4582404899610	 辛口　WB1380001  4582404899627 

Castellani Spa 参考上代1,200円 参考上代1,200円

カーナピィ ネロ ダーヴォラ19 カーナピィ　ピノグリージョ 20
産地：D.O.C.シチリア 産地：IGT.テッレ　シチリアーネ

熟した赤い果実やベリー、胡椒のニュアンス トロピカルフルーツやシトラス､ハーブ

滑らかな味わいと程良いボディが特徴です。 の香り。適度な厚みも感じられます。

品種：ネロ　ダーヴォラ 品種：ピノ　グリージョ　

ﾐﾃﾞｨｱﾑ　WB1106004  8034115190389 辛口　WB1105005  8034115190815

Tomoe Wines and Spirits.Co,.Ltd

畑は350ヘクタール。土壌は石灰岩質。3つの海
に囲まれた一帯に位置し標高は450mに達します。
この地に古くから根付いている土着品種（ネロディ
トロイア、ネグロアマーロ、プリミティーボ、マルヴァジ
アネラ等）を中心に濃厚かつバランスのとれたヴァ
ラエタルを手がけます。

カステラーニはイタリア中央部で最も伝統のあるワ
イナリーのひとつ。250ヘクタールのブドウ畑をトス
カーナに所有し、その他1,000ヘクタールに及ぶ、
契約畑を管理しております。

ワイン・ピープル社はStefano氏とPeter氏によ
り設立、イタリア全域に渡り非常に高いレベル
のワインを開発。生産からマーケティング、販
売までを一貫して行います。「伝説の醸造家」
と言われ、イタリアで恐らく唯一人パーカー100
点を2度獲得した凄腕の醸造家キオチョリ氏がワ
イン醸造に参加しております。現在はヨーロッ
パを中心に輸出を行います。

MONTE TESSA DI LORUSSO SAS 参考上代1,400円 参考上代1,700円

参考上代1,460円 参考上代1,460円

イタリア３

THE WINE PEOPLE SRL

参考上代1,800円 参考上代1,800円

ビーガン

オーガニック オーガニック

ビーガン

オーガニック
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 終了予定     終　売

カサル デ ブルビア１８
産地：D.O.ビエルソ

チェリー､杏､チョコの香り､円やかで上品、

エレガントな味わいが特徴です。樽熟12ヶ月。

品種：メンシア

ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ　WB1214003   8437004360007

参考上代2,800円

メリオール　テンプラニーリョ18 マタロメラ　クリアンサ １７
DO リベラ デル デュエロ DO リベラ デル デュエロ

熟した赤い果実と熟成により香辛料、濃厚な 熟した果実香バニラ､革､複雑な香りが特徴。 

ボディとタンニン、長い余韻が楽しめます。 パワフル､エレガント。長い余韻が格別です。

品種：ﾃﾝﾌﾟﾗﾆｰﾘｮ 品種：ﾃﾝﾌﾟﾗﾆｰﾘｮ

ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ WB1263002   8437005922471 ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ WB1262002 8437005009479

樽熟成6ヶ月 樽熟成14ヶ月 瓶内熟成10か月

参考上代2,400円

ラ グラナディーリャ２０
産地：D.Oルエダ

青リンゴ、シトラスの香り、爽やかな味わいと

適度なボディも楽しめる華やかなワイン。

品種：ベルデホ

辛口　WB1176004　  8437016189016

BODEGAS LA GRAADILLA

アルトス デ トローナ アルバリーニョ21 セニョリオ デ タフーニャレゼルバ06

産地：D.O リアス バイシャス 産地：D.O ヴィノス デ マドリッド

柑橘類やリンゴ、アプリコットの心地よい香り。 熟した果実とスパイス,バニラの香り,

クリーンな酸味、バランスの取れた味わい。 飲み口は柔らか、長期熟成の複雑味が特徴。

品種：アルバリーニョ 品種：ｼﾗｰ45％Cｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ25％ﾃﾝﾌﾟﾗﾆｰﾘｮ20％他

ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ WB1259001 8437002425548
辛口　WB1306003    8437003519369 樽熟成12ヶ月・瓶内熟成24ヶ月

Tomoe Wines and Spirits.Co,.Ltd

参考上代1,800円

BODEGAS TAGONIUS

1989年ビエルソ地区に創業。 合計27Haの66の区
画に分割されたワイン畑を所有。現在はこの産地
を代表する赤品種メンシアと白品種ゴデーリョ種を
生産。その品質はこの産地でも群を抜いており、ス
ペイン国内のミシュラン星付きレストランでの取り扱
いや、ペニンガイド、パーカー等の高得点を獲得し
ております。2015年からオーガニック転嫁。2020年
認定予定。

CASAR DE BURBIA

Valbuena de Duero地区に1988年設立。そこからは
広大なドゥエロ川が一望でき、熟成ワインに最適
な場所でもあります。スペイン王室の晩餐会や結
婚式などでのオンリスト、スペイン国内の星付きレス
トランでも使用されており、現在この地域ではトップ
クラスの生産者として認知されております。

BODEGAS  MATARROMERA 参考上代5,700円

Bodega Altos de Torona（HGA Bodegas)

ワイナリーの畑はマドリッド南東45ｋｍの山間部にあ
り、谷を流れるタフーニャ川が豊かな土壌の源と
なっております。葡萄は赤が４種類、白２種を栽培
しており、彼等のワインはマドリッドのワインを代表す
るワイナリーとして、著名なレストランやバルに採用
されております。

参考上代1,500円参考上代2,800円

スペイン    

Descalzo Matos家が所有。1995年から葡萄栽
培を行います。畑はナヴァ・デル・レイとヴィラ
ヴェルド・デ・メディナ地区に、ヴェルデホの品
種だけを植え70ha。 この地域は海抜750mの
高地にあり、ぶどう栽培に適した環境のもと極
力化学肥料等を使用しないポリシーや、収
穫も夜間に行うなどのサステーナブル農法。

生産者はワインおよび蒸留酒の生産を行い、
20年間輸出を中心に行うHGA社。 ワイナリー
はスペイン国内6つの地域に所有。生産は各
ドメーヌ毎に分けて個別のブランドを販売致
します。このリアス バイシャスの畑はミロ
川と大西洋の中間の高さの斜面にある（標高
200〜350m）オロザル地区に有ります。

サステーナブル サステーナブル

サステーナブル
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ベンタレアル　グランレゼルバ１３
産地：D.O バルデペーニャス 

熟した赤い果実、バニラやチョコの香り、

熟成による複雑味と柔らかな味わい。

品種：テンプラニーリョ

フルボディ WB0487007  4962496424875

樽熟成24ヶ月・瓶内熟成36ヶ月

終了予定

ヴィネード  アンティゴ１９
産地：D.O ウティエル　レケーナ

ブラックベリーやカカオの甘い香り、

凝縮感のある果実風味が特徴です。

品種：ボバル

ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ WB1175004  8410744010289

樽熟成８ヶ月・古木使用（８０年）

終了予定

ピケラス ハイアルティチュード ガルナッチャ20 ピケラス　白　19 ピケラス VS 16
産地：D.Oアラマンサ 産地：D.Oアラマンサ 産地：D.Oアラマンサ

甘いイチゴ、ブルーベリーの香り香り。 ライム、トロピカルな香りとフレッシュ 熟した果実やバニラ、スパイスの香り。

程よいボディ、適度な厚みが楽しめます。 な酸味、厚みも感じる白ワイン。 飲み口はまろやかでエレガント、上質な味わい。

品種：ガルナッチャ ティントレラ 品種：ヴェルデホ60%､ソーヴィニョンブラン40％ 品種：モナストレル50％

ガルナッチャ  ティントレラ50％

ﾐﾃﾞｨｱﾑ　WB1323002    8414837020339 辛口　WB1324001    8414837041051 ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ　WB1325002    8414837526251

終了予定 終了予定

オリオール デルス アスプレス ネグレ21 オリオール デルス アスプレス 白21

産地：D.Oエンポラーダ 産地：D.Oエンポラーダ

濃厚な色合い、熟した赤い果実とスパイスの香り、 リンゴや桃、ハーブの香り。

スレート質特有のエレガントな味わい。 程よい酸味とミネラル。古木40年。

品種：ｶﾘﾆｪﾅ35%,ｶﾞﾙﾅｯﾁｬﾃｨﾝﾄﾚﾗ33％,ﾒﾙﾛｰ22％ 品種：ｶﾞﾙﾅｯﾁｬﾌﾞﾗﾝｶ81％,ｶﾞﾙﾅｯﾁｬｸﾞﾘ19％

ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ　WB1476001    辛口　WB1477001   8410973007722

Tomoe Wines and Spirits.Co,.Ltd

参考上代1,320円 OPEN プライス＊3200

VINYES DELS ASPRES 参考上代2,500円 参考上代2,500円

参考上代1,320円

参考上代1,900円 Bodega Piqueras

スペイン−２

フェルナンド・カストロ社。1850年創業。近代的な
ワイン造りを行う一方、ワインの熟成はこの地方独
特のティナハと呼ばれる甕を使った古来からの熟
成方法を行う。彼らのワインは世界２５カ国以上に
輸出され現在までに受賞したメダルは１００を超え
ます。

BODEGAS FERNANDO CASTRO 参考上代1,320円 BODEGAS TORRE　ORIA

1897年にオリア・デルエダ家によって創立。ペネデス
地方以外で、初めてカヴァの生産を行ったワイナリー
としても認知されております。赤品種は熟成商品向
けにカベルネソーヴィニョンと土着品種のボバル種
を。品質とコストパフォーマンスの高さは世界各国に
おいて常に高評価を得ているワイナリーです。

ボデガス・ピケラスはアルマンサの80%以上を占有
するトップワイナリーです。2000年より全ての畑
で有機農法による栽培を開始し、2015年にENACよ
り、100％有機栽培の認定を取得しました。2017年
からはスペインの有名生産者「ベガシシリア」に
おいて醸造に携わった醸造家「JUAN PABLO氏」をメ
ンバーに迎え。世界各国で人気を博しておりま
す。

ヴィニエス　デルス　アスプレス社。17世紀から創
業、地中海ピレネー山脈のなだらかな丘陵地帯
である、アールテンポルダーの最北端にあります。
岩が多い古代のスレート土壌で構成されており、
高品質のワインを生産。赤はｽﾍﾟｲﾝの黒ワインで親
しまれており、地元のレストランで人気。

オーガニック オーガニック オーガニック・未申請

サステーナブル サステーナブル
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終了予定

インフィエルノ　１７ インフィエルノ エコロジコ バリカ18
ＤＯイエクラ ＤＯイエクラ

プラムとブラックベリーの香り、飲み口は 熟した果実とスパイス,バニラの香り

柔らかながらパンチのあるボディが特徴。 飲み口は柔らか樽熟成による複雑味。

品種：モナストレル 品種：モナストレル

ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ  WB0997003 8422443003934 ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ  WB1264002 8422443005718

樽熟成2ヶ月・ノンフィルター 樽熟成4ヶ月・ノンフィルター

参考上代1,800円 参考上代1,600円

テリトーリオ　白２１ ヘヴェルヂ２０
産地：IGPリスボン 産地：IGPアレンテージャーノ  樽熟成4か月

柑橘類の香りと白い花の香り。 熟した果実やカカオの香り。滑らかな

フレッシュでクリスピィな味わい。 味わいと心地よいボディが特徴です。

品種：ﾌｪﾙﾅﾝ･ﾋﾟﾚｽ､ｱﾘﾝﾄ､ｳﾞｧｲﾀﾙ､ﾓｽｶﾃﾙ 品種：ﾄｩﾘｶﾞﾅｼｮﾅﾙ・ｼﾗｰ・ﾌﾟﾃｨｳﾞｪﾙﾄﾞ

　　　ｱﾘｶﾝﾃﾌﾞｰｼｪ

辛口(微発泡）WB1425002　  5604424234215 ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ　WB1036006   5604424395008

ボナヴィータ赤１８ テリトーリオ　レゼルバ１７
産地：IGPリスボン　樽熟成６か月 産地：IGPリズボン　樽熟成６か月　

熟した果実やドライフルーツの香り。 バニラやスパイス。赤く熟した果実風味

豊かなボディと長い余韻が特徴です。  複雑さと滑らかなタンニン。

品種：ﾄｩﾘｶﾞﾌﾗﾝｶ・ﾃｨﾝﾀﾛﾘｽ・ｶｽﾃﾗｫﾝ 品種：ﾄｩﾘｶﾞﾅｼｮﾅﾙ・ｼﾗｰ・ﾃｨﾝﾀﾛﾘｽ

　　　シラー 　　　ｱﾘｶﾝﾃﾌﾞｰｼｪ

ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ　WB1037005   5604424348004 ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ　WB1424001   5604424234307

モンターニャ スペリオール ブル－ト クロニクル赤 １７
産地：DOベイラス　 産地：DOドウロ　樽熟成12か月

細やかな泡立ち。柑橘類や白い花の香り。 ボディは強いがアタックは上質。滑らかな

ミネラル感溢れる爽やかな味わい。 タンニンのエレガントなワインです。

品種：ﾏﾙｳﾞｧｼﾞｱﾌｨﾅ・ﾊﾞｶﾞ・ﾋﾞｶﾙ・ 品種：ﾄｩﾘｶﾞﾅｼｮﾅﾙ・ﾄｩﾘｶﾞﾌﾗﾝｶ・

　　　ﾌｪﾙﾅﾝﾋﾟﾈｽ 　　　ソウザォン

辛口　WB1348001   5601168200711 ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ　WB1265003　 5600153588605

Tomoe Wines and Spirits.Co,.Ltd

CASA SANTOS LIMA

1943年にAdriano Henriquesによって設立され、現
在は４代目に至ります。 主要品目はスパー
クリング、長い地下のカーブを所有し、ス
パークリングを中心に301万本のボトルを収
容できます。全て瓶内二次発酵を行うスパー
クリングを手がけ世界各国へ販売を行いま
す。

参考上代1,500円 参考上代1,500円 CAVES DA MONTANHA

ブドウ畑は合計８haを標高350～400mと550
ｍ、600mの所に３箇を所有。Cornalbeiraの土
壌は岩石ベースの片岩。上質なワインを生
産するのに最適です。トゥリガナシオナルとトゥ
リガフランカが主品種。ワインは手摘み。サス
テーナブル 農法。

Chronicle Vineyards 参考上代3,000円

参考上代1,200円 参考上代1,400円

サントス・リマ家が４世代に渡り所有。 リ
スボンを中心に現在は約400Haのブドウ畑か
ら総生産量の約90％を50カ国に輸出。ワイ
ンはポルトガルならではの地葡萄を主体
に、ヨーロッパの品種も活用し、コスパに
優れたワインを提供致します。

参考上代1,600円

スペイン－３

BODEGAS CASTANO

1950年創業。カスターノ家が所有。90年代
の初めからラモン、フアンペドロ、ダニエルを
ワイナリーチームに迎え入れ、世界各国への
販売が始まります。現在はその世界への需
要に応える為600haの畑から高品質なワイン
をお届けいたします。

サステーナブル

オーガニック・ヴィーガンヴィーガン
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ミアンダー　ピノタージュ19
産地：ブレードクリーフ

赤い果実、ドライフルーツやカカオの香り

適度なタンニン、バランスが取れた味わい。

品種：ピノタージュ

フルボディ 

WB1165003　6009615550195

ミアンダー　シュナンブラン21 ダッシュボッシュ カベルネソーヴィニョン１９

産地：ブレードクリーフ 産地：ブレードクリーフ

イチジクやシトラスの芳醇な香り、 ベリーやバニラ、チョコレートの香り

余韻にレモンのニュアンスを感じます。 上品な味わいと上質な厚みが楽しめます。

品種：シュナンブラン 品種：カベルネソーヴィニョン 

辛口 フルボディ 

WB1166005　6009615550133 WB1409001　6009615550256 

ダッシュボッシュ ソーヴィニョンブラン２０ ダッシュボッシュ モシーズドリフト スティーン20 ダッシュボッシュ スキンコンタクト２1

産地：ウエスタンケープ 産地：ブレードクリーフ 産地：ブレードクリーフ

洋ナシや青リンゴ、ハーブや草、　 リンゴ、メロン、スパイスの香り マンゴーやパイン等トロピカルな香り

爽やかでバランスの取れた味わい。 適度な厚みとバランス。樹齢58年。 バランスのとれた酸味とほのかな苦味。

品種：ソーヴィニョンブラン 品種：ｼｭﾅﾝﾌﾞﾗﾝ90% ｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾘｱ ﾏｽｶｯﾄ10％ 品種：ｼｭﾅﾝﾌﾞﾗﾝ90% ｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾘｱ ﾏｽｶｯﾄ10％

辛口 辛口 辛口 

WB1410001　6009615550263 WB1478001　  WB1413002  6009615550294 

終了予定

オルグ　ド　ラック
カベルネソーヴィニョン 16
産地：スワートランド

黒い果実、トマトの葉や木,桑の香り。 

円やかな味わいとビロードのようなタンニン。

品種：カベルネソーヴィニョン 

ﾐﾃﾞｨｱﾑ  WB1411001　6009814180056 

Tomoe Wines and Spirits.Co,.Ltd

ORG DE RAC 参考上代2,000円

参考上代2,000円 OPEN プライス＊2800 OPEN プライス＊2800
葡萄園は2000年
に南アフリカの
起業家である
NicoBaconによっ
て購入されまし
た。彼は有機栽
培のブドウから
作られた最高の
ワインを地元、
および海外の消
費者に提供する
という

ビジョンを掲げ、南アフリカで最初のオーガ
ニックワイナリーの1つとなりました。輸出は北
欧各国がメインです。

ワイナリーは50
年以上に渡りワ
イン造りを行っ
ており,De,WET家
がワイン作りを
行います。彼ら
の畑は古く、最
初の植樹は1900
年に行われまし
た。

醸造家はWS,Visagie氏。米国,EUで醸造を学び、特に
サンテミリオンのCHアンジェラスで製造に携わ
り彼の技術の基盤を作りました。

参考上代1,160円 DASCHBOSCH 参考上代2,000円 

60年に渡りワイン生産を行っており、現在
は南アフリカでは４番目に大きいワイン生
鮮者になります。現在は３つのワイナリー
を所有。彼らの畑があるブレードクルーフ
は2つの山脈に囲まれた渓谷で、大西洋の沿
岸気候と大陸気候が組み合わさる、最も特
徴的なテロワールから良質なワインが生み
出されます。

Breede River Valley UNIWINES 参考上代1,160円

南アフリカ 

サステーナブル

サステーナブル

サステーナブル サステーナブルサステーナブル

サステーナブル

オーガニック

サステーナブル
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ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ　 WB1486001    9325299000199 辛口　WB1485001   9325299000250 

ミディアム　 WB1487001    9325299009666

フルボディ 　 WB1484001    9325299008201

Tomoe Wines and Spirits.Co,.Ltd

色調は深みのある赤レンガ色。プラム、ブルーベリー、ハーブやブラックペッパーの香りを感じます。オー
ク樽熟成による滑らかな味わいと、適度なボリューム感が楽しめます。

料理：グリルした肉や野菜、ハンバーガー、ジンギスカン

OPENプライス＊2300 

土壌は粘土鉱物質の土台の上に、砂質ロームが混合。ぶどうは樹齢は8～25年の物を使用。発酵は、選別さ
れた酵母を用いて、果皮と一緒にステンレス発酵槽で6～8日発酵。初期の発酵温度は18度、オーク樽に圧
搾する前に26度に温めます。マロラクティック発酵が施され、ワインは、オーク樽で6ヶ月程度熟成させ、
ブレンド、濾過されます。

透明な淡いガーネット色｡イチゴ､ラズベリーの香り､森やトリュフの香りも感じられます。味わいは豊かな
果実風味と酸味｡上質なタンニンと長い余韻が特徴です｡

料理：手羽先焼き､ローストポーク、グリルしたロブスターなどに合います。冷やしても楽しめます｡

参考上代1900円

ツイスティッド　スティックス　オーガニック　シラーズ　19
産地：サウスオーストリア州

土壌は粘土鉱物質、砂質ロームが混合。ぶどうは自社葡萄のみを使用。樹齢15～25年。果皮と一緒にステ
ンレス発酵槽で10～12日。初期の発酵温度は２２度、オーク樽に圧搾する前に２８度に温めます。マロラ
クティック発酵を施した後、ワインは、オーク樽で９ヶ月程度熟成された後、ブレンド、濾過されます。
有機栽培認定：ACO(Australian Certified Organic)

土壌は粘土鉱物質、砂質。樹齢は8～25年。発酵は、選別
された酵母を用いて、果皮と一緒にステンレス発酵槽で7
～10日。発酵温度は22-28度。マロラクティック発酵を施
した後、オーク樽で９ヶ月程度熟成された後、ブレン
ド、濾過されます。

土壌は粘土鉱物質、砂質。樹齢8～25年の物
を使用。夜間に収穫。果汁は、優しく破砕
された後、ステンレス発酵槽で、15～18度
で発酵。ワインは、オーク樽で熟成、一部
はマロラクティック発酵が施されます。

深紅色。プラム、スパイス、ブラックチェリーの豊かな
香りを感じます。 円やかな飲み口と適度な厚み。バニラ
やシガーのニュアンスも感じられるエレガントなワイン
です。

繊細な藁の色。フレッシュなシトラス、メ
ロン、アプリコットの香りを感じます。 爽
やかな味わいと熟した果実のニュアンス、
適度な酸味を感じます。

参考上代1,500円 参考上代1,500円

ムワー ムワー ピノノワール　22
産地：サウスオーストラリア州　リバーランド

オーストラリア

Salena Estate /サレナ　エステート

自然派・南オーストラリア、オーガニックワインの先駆者。
サリナエステートはボブとシルヴィア・フランチットによって1998年に創業。現在は2代目サ
リナとタイロンの姉弟による家族経営のシャトーです。生産量ではオーストラリアで16番
目、2009年から有機栽培の認証を受けた、国内で最も大きい有機ワインの生産者の一つで、
15万ケースもの有機ワインを生産しております。南オーストラリアのリヴァーランドに2つの
ブドウ園を所有。合計で約250ヘクタールの規模を誇ります。また、南オーストラリアの最良
のワイン生産地域、バロッサ・ヴァレー、マクラーレン・ヴェール、アデレード・ヒルズ、
クナワラなどのぶどう農家とも提携し、ハイレンジワインの生産も行います。シャトーはリ
ヴァーランド地域の中心部、マレー川のほとりに位置しております。海抜は50mから150m。
オーストラリアで最も若々しく、躍動的で、革新的なワイン産地の一つであり、気候は昼と
夜の寒暖差のある、暖かな地中海性気候です。この地域の生産量は輸出されるワインの大き
なパーセンテージを担っており、国内の生産量では全体の約4分の1のワインがこの地で生産
されます。

ネイチャーズ　ソース　シラーズ 20 ネイチャーズ　ソース　シャルドネ 21

産地：サウスオーストラリア州 産地：サウスオーストラリア州
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