
その他取扱商品（シードル、スパークリングティー、ミネラルウォーター等）

ヴィレッジ･セラーズ株式会社
〒935-0056 富山県氷見市上田上野６－５

TEL：0766-72-8680　FAX：0766-72-8681　　　　　　 　　　　

お問合せ：wine@village-cellars.co.jp
ご 注 文 ：order@village-cellars.co.jp

営業時間：月～金 9:00-17:00  （土･日･祝日は休業）

www.village-cellars.co.jp
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希望小売価格　￥3,500

希望小売価格　￥4,800

希望小売価格　￥5,600 希望小売価格　￥3,500

希望小売価格　￥3,500

希望小売価格　￥2,150

ワイン詳細は、www.village-cellars.co.jpをご参照ください。
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*価格はすべて消費税別；容量は別途記載のあるもの以外すべて750ml。

12420と12421
の画像のみ
撮影画像と
差替え→
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希望小売価格　¥7,000
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希望小売価格　￥5,200
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ワイン詳細は、www.village-cellars.co.jpをご参照ください。
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*価格はすべて消費税別；容量は別途記載のあるもの以外すべて750ml。

希望小売価格　￥4,200 希望小売価格　￥4,200 希望小売価格　￥4,200 希望小売価格　￥6,200
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ワイン詳細は、www.village-cellars.co.jpをご参照ください。
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*価格はすべて消費税別；容量は別途記載のあるもの以外すべて750ml。
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ワイン詳細は、www.village-cellars.co.jpをご参照ください。
－ 9 －Village Cellars Wine Catalogue 2022Autumn

卸　P9
小売　P8

④

希望小売価格　¥2,500



※価格はすべて消費税別。容量は別途記載のあるもの以外すべて750ml。商品名とヴィンテージの間の“S”はスクリューキャップ使用。
※年=年号変更、↑/↓＝価格変更（UP/DOWN）、新=新商品、名=名称変更、限=限定品、加州＝カリフォルニア州。
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品種別リスト（オーストラリア・ニュージーランド・US・アルゼンチン・チリ・シャンパーニュ・ポルトガル）
No. ワイン 国 生産地 希望小売価格 備考

スパークリング、シャンパーニュ & 微発泡　白
11859 ピッツィーニ･ピノ･グリージョ･スプリッツ (250ml缶)※発注単位：6パック(4缶/1パック) 豪 ヴィクトリア州キング･ヴァレー \540
4112 イエローグレン･イエロー･ピッコロ (200ml) S'NV 豪 サウス･イースタン･オーストラリア \600
10763 クイーン･アデレード･ブリュット NV 豪 サウス･イースタン･オーストラリア \1,560
9874 ドリームタイム･パス･カンガルーラベル･スパークリング･ホワイト NV 豪 ニュー･サウス･ウェールズ州 \1,600
3147 ドリームタイム･パス･スパークリング･ホワイト NV 豪 ニュー･サウス･ウェールズ州 \1,600
3013 イエローグレン･イエロー･ブリュット･キュヴェ NV 豪 サウス･イースタン･オーストラリア \1,750
9347 イエローグレン･ホワイト･スイート･モスカート NV 豪 サウス･イースタン･オーストラリア \1,750
11409 ストーム･ベイ･スパークリング･キュヴェ NV 豪 タスマニア州コール･リヴァー･ヴァレー \3,500
12278 デラタイト･ペット･ナット (王冠) '22 豪 ヴィクトリア州アッパー･ゴルバーン \3,600
12155 ルーウィン･エステート･ブリュット '20 豪 西豪州マーガレット･リヴァー \6,000
7719 マンスフィールド & マルシュ･メトード･トラディショネル NV NZ ホークス・ベイ \2,800 ↑
7720 ミミ･メトード･トラディショネル NV NZ ホークス・ベイ \2,800 ↑
9509 レヴレット･IQ･プレミアム･ブリュット･メトード･トラディショネル NV NZ ホークス・ベイ \3,500
11876 レヴレット･IQ3･メトード･トラディショネル NV NZ ホークス・ベイ \4,000
11877 レヴレット･IQ7･メトード･トラディショネル NV NZ ニュージーランド \4,500
3995 ナンバーワン･エステート･キュヴェNO.1 NV NZ マールボロ \5,300
10871 ドゥ･ヴノージュ･コルドン･ブルー･ブリュット (375ml) NV 仏 シャンパーニュAOC \3,600
10870 ドゥ･ヴノージュ･コルドン･ブルー･ブリュット NV 仏 シャンパーニュAOC \6,800
10872 ドゥ･ヴノージュ･コルドン･ブルー･ブリュット (1500ml) NV 仏 シャンパーニュAOC \13,600
10873 ドゥ･ヴノージュ･コルドン･ブルー･ブリュット (3000ml) NV 仏 シャンパーニュAOC \38,800
10875 ドゥ･ヴノージュ･コルドン･ブルー･ブリュット (9000ml) NV 仏 シャンパーニュAOC \120,000
11161 ドゥ･ヴノージュ･プランス･エクストラ･ブリュット NV 仏 シャンパーニュAOC \12,000
10878 ドゥ･ヴノージュ･プランス･ブラン･ド･ノワール NV 仏 シャンパーニュAOC \12,000
10879 ドゥ･ヴノージュ･プランス･ブラン･ド･ブラン NV 仏 シャンパーニュAOC \12,000
11218 ドゥ･ヴノージュ･プランス･ブラン･ド･ブラン (1500ml) '99 仏 シャンパーニュAOC \50,000
12150 ドゥ･ヴノージュ･グラン･ヴァン･デ･プランス･ブラン･ド･ブラン '14 仏 シャンパーニュAOC \20,000
11661 ドゥ･ヴノージュ･ルイ15世 '12 仏 シャンパーニュAOC \45,000
10881 ドゥ･ヴノージュ･ルイ15世 '08 仏 シャンパーニュAOC \45,000
10880 ドゥ･ヴノージュ･ルイ15世 '96 仏 シャンパーニュAOC \48,000
12291 ドゥ･ヴノージュ･ルイ15世 (戴冠300年記念) '96 仏 シャンパーニュAOC \80,000

スパークリング、シャンパーニュ & 微発泡　ロゼ
11860 ピッツィーニ･ロゼ･スプリッツ (250ml缶)※発注単位：6パック(4缶/1パック) 豪 ヴィクトリア州キング･ヴァレー \540
4111 イエローグレン･ピンク･ピッコロ (200ml) S'NV 豪 サウス･イースタン･オーストラリア \600
3880 イエローグレン･ピンク･ソフト･ロゼ NV 豪 サウス･イースタン･オーストラリア \1,750
12158 イエローグレン･ピンク･モスカート･オーキッド･ラベル '21 豪 サウス･イースタン･オーストラリア \2,300
12157 ピッツィーニ･ブラケット (王冠) '22 豪 ヴィクトリア州キング･ヴァレー \2,500
8990 ミミ･ピンク･メトード･トラディショネル NV NZ ホークス・ベイ \2,800 ↑
11875 レヴレット･IQ･ロゼ･メトード･トラディショネル NV NZ ホークス・ベイ \3,500
11135 エイ･トゥー･ゼット･ロゼ･バブルズ (王冠) NV 米 オレゴン州 \3,000
11698 ヨハン･ヴィンヤーズ･ペティアン･ナチュレル･ピノ･ノワール (王冠) '20 米 オレゴン州ウィラメット･ヴァレー、ヴァン･ダザー･コリドー \4,500
11700 カウンティ･ライン･ヴィンヤーズ･オーフィン･ロッツ･ビーズ･ペット･ナット (王冠) '20 米 加州メンドシノ･カウンティ、アンダーソン･ヴァレー \5,800
10876 ドゥ･ヴノージュ･コルドン･ブルー･ブリュット･ロゼ NV 仏 シャンパーニュAOC \8,400
10877 ドゥ･ヴノージュ･プランス･ロゼ NV 仏 シャンパーニュAOC \12,000
12151 ドゥ･ヴノージュ･グラン･ヴァン･デ･プランス･ロゼ '14 仏 シャンパーニュAOC \20,000
12149 ドゥ･ヴノージュ･ルイ15世･ロゼ '12 仏 シャンパーニュAOC \50,000

スパークリング　赤
2630 イエローグレン･レッド･スパークリング NV 豪 サウス･イースタン･オーストラリア \1,750
9875 ドリームタイム･パス･カンガルーラベル･スパークリング･レッド(シラーズ) NV 豪 サウス･イースタン･オーストラリア \2,000
3148 ドリームタイム･パス･スパークリング･レッド(シラーズ) NV 豪 サウス･イースタン･オーストラリア \2,000
2294 ダーレンベルグ･ザ･ペパーミント･パドック･スパークリング･レッド NV 豪 南豪州マクラーレン･ヴェイル \3,800

リースリング主体
12305 ダーレンベルグ･ザ･スタンプジャンプ･リースリング S'21 豪 南豪州マクラーレン･ヴェイル&アデレード･ヒルズ \1,700 年
12235 アニーズ･レイン･リースリング S'22 豪 南豪州クレア･ヴァレー \2,180
11845 ダーレンベルグ･ドライ･ダム･リースリング S'20 豪 南豪州マクラーレン･ヴェイル&アデレード･ヒルズ&クレア･ヴァレー \2,350
12322 フランクランド･エステート･ロッキーガリー･リースリング S'22 豪 西豪州フランクランド･リヴァー \2,500 年･↑
12317 トイスナー･エンプレス･イーデンヴァレー･リースリング S'22 豪 南豪州イーデン･ヴァレー \2,850
12234 トペ･100オズモンド･リースリング S'22 豪 南豪州クレア･ヴァレー \3,200 新
12281 ルーウィン･エステート･アートシリーズ･リースリング S'22 豪 西豪州マーガレット･リヴァー \3,200
12110 フランクランド･エステート･リースリング S'21 豪 西豪州フランクランド･リヴァー \3,500



※個々のワインの詳細データはホームページ　www.vil lage-cellars.co.jp　でご覧いただけます。
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No. ワイン 国 生産地 希望小売価格 備考

リースリング主体：(続き)
12108 フランクランド･エステート･アイソレーション･リッジ･ヴィンヤード･リースリング S'21 豪 西豪州フランクランド･リヴァー \4,500
12308 グロセット･アーリア･リースリング S'22 豪 南豪州クレア･ヴァレー \5,600 年･↑
12310 グロセット･スプリングヴェイル･リースリング S'22 豪 南豪州クレア･ヴァレー \6,300 年･↑
11852 グロセット･ポーリシュヒル･リースリング S'21 豪 南豪州クレア･ヴァレー \7,200
12407 パリサー･エステート･マーティンボロー･リースリング S'22 NZ マーティンボロー \3,000 年･↑
12198 メイン･ディヴァイド･リースリング S'19 NZ ノース･カンタベリー \3,200
11885 フェルトン･ロード･ドライ･リースリング S'21 NZ セントラル･オタゴ \4,300
11882 フェルトン･ロード･リースリング･バノックバーン S'21 NZ セントラル･オタゴ \4,300
11768 ペガサス･ベイ･リースリング S'19 NZ ノース･カンタベリー、ワイパラ･ヴァレー \4,300
12254 ペガサス･ベイ･ベル･カント･ドライ･リースリング S'20 NZ ノース･カンタベリー、ワイパラ･ヴァレー \6,000
12140 ペガサス･ベイ･リースリング･エイジド･リリース S'12 NZ ノース･カンタベリー、ワイパラ･ヴァレー \6,000
10545 フェルトン･ロード･リースリング･ブロック1 S'17 NZ セントラル･オタゴ \6,500
12169 エイ･トゥー･ゼット･リースリング S'21 米 オレゴン州 \3,300
12174 ブルックス･リースリング･ウィラメット･ヴァレー '19 米 オレゴン州ウィラメット･ヴァレー \4,300
11024 ブルックス･リースリング･アラ '17 米 オレゴン州ウィラメット･ヴァレー \4,500

ソーヴィニヨン･ブラン & セミヨン主体
12327 ドリームタイム･パス･ソーヴィニヨン･ブラン S'22 豪 ヴィクトリア州 \1,350
12328 ドリームタイム･パス･カンガルーラベル･ソーヴィニヨン･ブラン S'22 豪 ヴィクトリア州 \1,350
12329 ドリームタイム･パス･フードペアリングシリーズ･ソーヴィニヨン･ブラン S'22 豪 ヴィクトリア州 \1,350
11250 ダーレンベルグ･ザ･スタンプジャンプ･ソーヴィニヨン･ブラン S'19 豪 南オーストラリア州 \1,700
12187 マイク･プレス･ソーヴィニヨン･ブラン S'22 豪 南豪州アデレード･ヒルズ \1,800
12321 ネペンス･アルティテュード･ソーヴィニヨン･ブラン S'22 豪 南豪州アデレード･ヒルズ \2,750 年･↑
12096 ピエロ･ファイアー･ガリー･ソーヴィニヨン･ブラン･セミヨン S'19 豪 西豪州マーガレット･リヴァー \3,000
12227 マウント･プレザント･ハンター･ヴァレー･セミヨン S'22 豪 ニュー･サウス･ウェールズ州ハンター･ヴァレー \3,000
12222 ルーウィン･エステート･シブリングス･ソーヴィニヨン･ブラン S'22 豪 西豪州マーガレット･リヴァー \3,200
11745 モスウッド･セミヨン S'21 豪 西豪州マーガレット･リヴァー \3,800 年
12114 ピエロ･ソーヴィニヨン･ブラン･セミヨン L.T.C. S'21 豪 西豪州マーガレット･リヴァー \4,000
12356 ルーウィン･エステート･アートシリーズ･ソーヴィニヨン･ブラン S'22 豪 西豪州マーガレット･リヴァー \4,200 年
11799 モスウッド･リボンヴェイル･エルサ S'20 豪 西豪州マーガレット･リヴァー \6,200
11114 ヤラ･イエリング･ドライ･ホワイトNo.1 S'17 豪 ヴィクトリア州ヤラ･ヴァレー \9,800
12134 マタヒウィ･エステート･ME･ソーヴィニヨン･ブラン S'22 NZ ワイララパ \2,000
12168 サザン･クロス･マールボロ･ソーヴィニヨン･ブラン S'22 NZ マールボロ \2,200
12238 トタラ･マールボロ･ソーヴィニヨン･ブラン S'22 NZ マールボロ \2,450
12410 パリサー･エステート･ペンカロウ･ソーヴィニヨン･ブラン S'22 NZ マーティンボロー \2,500 年･↑
12243 ローソンズ･ドライヒルズ･ソーヴィニヨン･ブラン S'22 NZ マールボロ \2,600 年･↑
12244 ローソンズ･ドライヒルズ･リザーヴ･ソーヴィニヨン･ブラン S'22 NZ マールボロ \2,800
12237 カタリナ･サウンズ･ソーヴィニヨン･ブラン S'22 NZ マールボロ \3,100 年･↑
12417 トリニティ･ヒル･ホークスベイ･ソーヴィニヨン･ブラン S'21 NZ ホークス・ベイ \3,200 年･↑
12408 パリサー･エステート･マーティンボロー･ソーヴィニヨン･ブラン S'22 NZ マーティンボロー \3,200 年･↑
12252 メイン･ディヴァイド･ソーヴィニヨン･ブラン S'22 NZ ノース･カンタベリー \3,200
12240 アタ･ランギ･テ･ワ･ソーヴィニヨン･ブラン S'20 NZ マーティンボロー \3,350
12418 レヴレット･エステート･マールボロ･ソーヴィニヨン･ブラン S'22 NZ マールボロ \3,400 年･↑
11991 ペガサス･ベイ･ソーヴィニヨン･セミヨン S'19 NZ ノース･カンタベリー、ワイパラ･ヴァレー \5,300
12180 ライダー･エステート･ソーヴィニヨン･ブラン S'21 米 カリフォルニア州 \2,200
11201 マッケンジー=ミューラー･ソーヴィニヨン･ブラン '17 米 加州ナパ･ヴァレー \4,600
10285 ボデガ･コロメ･ロテ･エスペシアル･ソーヴィニヨン･ブラン '16 亜 サルタ州ヴァレ･カルチャキ \4,500
11163 マテティック･コラリージョ･ソーヴィニヨン･ブラン (375ml) S'18 チリ サン･アントニオ･ヴァレー \1,000
12375 ナウエン･レゼルバ･エスペシアル･ソーヴィニヨン･ブラン S'22　（3月下旬入荷予定） チリ クリコ･ヴァレー \1,200 年
11830 マテティック･コラリージョ･ソーヴィニヨン･ブラン S'21 チリ サン･アントニオ･ヴァレー \1,680
11833 コイレ･コスタ･ソーヴィニヨン･ブラン･クアルソ S'21 チリ パレドネス、コルチャグア･コースト \2,150

シャルドネ主体
12330 ドリームタイム･パス･シャルドネ S'22 豪 セントラル･ヴィクトリア \1,350
12331 ドリームタイム･パス･カンガルーラベル･シャルドネ S'22 豪 セントラル･ヴィクトリア \1,350
12332 ドリームタイム･パス･フードペアリングシリーズ･シャルドネ S'22 豪 セントラル･ヴィクトリア \1,350
11806 ロブ･ドーラン･トゥルー･カラーズ･シャルドネ (375ml) S'18 豪 ヴィクトリア州ヤラ･ヴァレー \1,500
11941 ダーレンベルグ･ザ･スタンプジャンプ･ライトリー･ウディッド･シャルドネ S'21 豪 南豪州マクラーレン･ヴェイル \1,700
12315 マイク･プレス･シャルドネ S'22 豪 南豪州アデレード･ヒルズ \1,800 年
12039 エルダトン･Eシリーズ･シャルドネ S'21 豪 南オーストラリア州 \2,000
12324 アニーズ･レイン･シャルドネ S'22 豪 南豪州アデレード(スーパー･ゾーン) \2,180 年･↑
12188 イエリング･ステーション･リトル･イエリング･シャルドネ S'21 豪 ヴィクトリア州 \2,200



※価格はすべて消費税別。容量は別途記載のあるもの以外すべて750ml。商品名とヴィンテージの間の“S”はスクリューキャップ使用。
※年=年号変更、↑/↓＝価格変更（UP/DOWN）、新=新商品、名=名称変更、限=限定品、加州＝カリフォルニア州。
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No. ワイン 国 生産地 希望小売価格 備考

シャルドネ主体：(続き)
12183 ダーレンベルグ･オリーブ･グローブ･シャルドネ S'21 豪 南豪州マクラーレン･ヴェイル&アデレード･ヒルズ \2,200
12288 ハンドピックト･ヴァージョンズ･シャルドネ S'18 豪 ヴィクトリア州 \2,300 新
12071 タービルク･シャルドネ S'19 豪 ヴィクトリア州ナガンビー･レイクス \2,400
12420 ドリームタイム･パス･リージョナル･シリーズ･ヤラ･ヴァレー･シャルドネ S'20 豪 ヴィクトリア州ヤラ･ヴァレー \2,500 新
12224 デラタイト･ハイ･グラウンド･シャルドネ S'21 豪 ヴィクトリア州アッパー･ゴルバーン \2,800
11938 ダーレンベルグ･ラッキー･リザード･シャルドネ S'19 豪 南豪州アデレード･ヒルズ \2,980
12040 エルダトン･イーデン･ヴァレー･シャルドネ S'21 豪 南豪州イーデン･ヴァレー \3,000
12120 ロブ･ドーラン･トゥルー･カラーズ･シャルドネ S'19 豪 ヴィクトリア州ヤラ･ヴァレー \3,000
11415 イエリング･ステーション･ヴィラージュ･シャルドネ S'18 豪 ヴィクトリア州ヤラ･ヴァレー \3,200
12456 ボエジャー･エステート･コースタル･シャルドネ S'22　（3月下旬入荷予定） 豪 西豪州マーガレット･リヴァー \3,300
12438 フランクランド･エステート･シャルドネ S'22　（3月下旬入荷予定） 豪 西豪州フランクランド･リヴァー \3,400
12378 ボーエン･エステート･クナワラ･シャルドネ S'22 豪 南豪州クナワラ \3,600 年
12273 ベルヴェール･エステート･シャルドネ S'21 豪 ヴィクトリア州ギップスランド \3,800
12230 ピエロ･ファイアー･ガリー･シャルドネ S'21 豪 西豪州マーガレット･リヴァー \4,000
12156 ルーウィン･エステート･プレリュード･ヴィンヤーズ･シャルドネ S'21 豪 西豪州マーガレット･リヴァー \4,500 年
12117 ワラメイト･シャルドネ S'21 豪 ヴィクトリア州ヤラ･ヴァレー \4,500 年･↑
12282 ボエジャー･エステート･シャルドネ S'20 豪 西豪州マーガレット･リヴァー \5,200
12228 ピカーディ･シャルドネ '21 豪 西豪州ペンバートン \6,500
11159 カーリー･フラット･シャルドネ S'16 豪 ヴィクトリア州マセドン･レンジズ \7,000
12113 モスウッド･シャルドネ S'20 豪 西豪州マーガレット･リヴァー \8,500
12118 ヤラ･イエリング･シャルドネ S'20 豪 ヴィクトリア州ヤラ･ヴァレー \10,500
11629 ルーウィン･エステート･アートシリーズ･シャルドネ S'18 豪 西豪州マーガレット･リヴァー \11,500
12143 サザン･クロス･ホークスベイ･シャルドネ S'16 NZ ホークス・ベイ \2,200
11761 パリサー･エステート･ペンカロウ･シャルドネ S'20 NZ マーティンボロー \2,800
11999 トリニティ･ヒル･ホークスベイ･シャルドネ S'20 NZ ホークス・ベイ \3,000
12136 メイン･ディヴァイド･シャルドネ S'21 NZ ノース･カンタベリー \3,200
11878 レヴレット･エステート･ホークスベイ･シャルドネ S'20 NZ ホークス・ベイ \3,200
11735 ローソンズ･ドライヒルズ･リザーヴ･シャルドネ S'20 NZ マールボロ \3,200
12248 パリサー･エステート･マーティンボロー･シャルドネ S'21 NZ マーティンボロー \4,000
12247 ノイドルフ･ティリティリ･シャルドネ S'20 NZ ネルソン \4,200
11358 ノイドルフ･ロージーズ･ブロック･シャルドネ S'18 NZ ネルソン \4,200
12290 トリニティ･ヒル･ギムレット･グラヴェルズ･シャルドネ S'20 NZ ホークス・ベイ \5,600 年
12255 ペガサス･ベイ･シャルドネ S'19 NZ ノース･カンタベリー、ワイパラ･ヴァレー \6,800
9711 フェルトン･ロード･シャルドネ･バノックバーン S'14 NZ セントラル･オタゴ \7,000
11272 フェルトン･ロード･シャルドネ･ブロック2 S'18 NZ セントラル･オタゴ \7,300
11273 フェルトン･ロード･シャルドネ･ブロック6 S'18 NZ セントラル･オタゴ \7,300
12106 ペガサス･ベイ･ヴィルトゥオーソ･シャルドネ S'19 NZ ノース･カンタベリー、ワイパラ･ヴァレー \9,000
11992 ノイドルフ･ホーム･ブロック･ムーテリー･シャルドネ S'20 NZ ネルソン \11,000
12396 ライダー･エステート･シャルドネ S'21 米 カリフォルニア州 \2,300 年
12394 ディストリクト 7･シャルドネ S'21 米 加州モントレー･カウンティ \2,800 年･↑
12050 エイ･トゥー･ゼット･シャルドネ S'20 米 オレゴン州 \3,000
12336 フォックスグローブ･シャルドネ '19 米 加州セントラル･コースト \3,500
12402 ヴァーナー･エル･カミーノ･ヴィンヤード･シャルドネ '17 米 加州サンタ･バーバラ･カウンティ \4,000
12379 ベルグストロム･オールド･ストーンズ･シャルドネ '20 米 オレゴン州ウィラメット･ヴァレー \5,200 年･↑
10630 ポーター･クリーク･シャルドネ '15 米 加州ソノマ、ルシアン･リヴァー･ヴァレー \6,000
12059 カウンティ･ライン･ヴィンヤーズ･シャルドネ '20 米 加州ソノマ･コースト \6,500 ↑
12385 ヘンドリー･バレル･ファーメンテッド･シャルドネ '19 米 加州ナパ･ヴァレー \7,000 年･↑
12399 ジ･アイリー･ヴィンヤーズ･エステート･シャルドネ '21 米 オレゴン州ウィラメット･ヴァレー、ダンディ･ヒルズ \9,000 年･↑
11828 ナウエン･レゼルバ･エスペシアル･シャルドネ S'21 チリ クリコ･ヴァレー \1,200 年
11825 ナウエン･グラン･レゼルバ･シャルドネ S'20 チリ カサブランカ･ヴァレー \1,500
11392 マテティック･EQ･シャルドネ '16 チリ サン･アントニオ･ヴァレー \3,200

その他白品種
12275 ダーレンベルグ･ザ･スタンプジャンプ･ホワイト S'20 豪 南豪州マクラーレン･ヴェイル&アデレード･ヒルズ \1,700
12072 タービルク･マルサンヌ S'21 豪 ヴィクトリア州ナガンビー･レイクス \2,100
11937 ダーレンベルグ･ハーミット･クラブ･ヴィオニエ･マルサンヌ S'21 豪 南豪州マクラーレン･ヴェイル \2,200
11737 ダーレンベルグ･マネースパイダー･ルーサンヌ S'21 豪 南豪州マクラーレン･ヴェイル \2,350
12361 ピッツィーニ･ピノ･グリージョ S'22 豪 ヴィクトリア州キング･ヴァレー \2,400 年
11950 ボエジャー･エステート･シュナン･ブラン S'21 豪 西豪州マーガレット･リヴァー \2,500
11844 ネペンス･アルティテュード･ピノ･グリ S'21 豪 南豪州アデレード･ヒルズ \2,650
12360 ピッツィーニ･アルネイス S'22 豪 ヴィクトリア州キング･ヴァレー \2,750 年･↑



※個々のワインの詳細データはホームページ　www.vil lage-cellars.co.jp　でご覧いただけます。
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No. ワイン 国 生産地 希望小売価格 備考

その他白品種：(続き)
12277 デラタイト･マンスフィールド･ホワイト S'21 豪 ヴィクトリア州アッパー･ゴルバーン \3,150 年･↑
11952 ザ･ポーン･フィアーノ S'21 豪 南豪州ラングホーン･クリーク \3,200
12107 デラタイト･デッドマンズヒル･ゲヴュルツトラミネール S'20 豪 ヴィクトリア州アッパー･ゴルバーン \3,200
12276 デラタイト･ヘルズ･ウィンドウ S'22 豪 ヴィクトリア州アッパー･ゴルバーン \3,350
12124 ザ･ポーン･グリューナー･ヴェルトリーナー S'21 豪 南豪州アデレード･ヒルズ \3,450
12323 ロブ･ドーラン･ブラック･ラベル･アルネイス S'21 豪 ヴィクトリア州ヤラ･ヴァレー \3,500 年
12122 ロブ･ドーラン･ブラック･ラベル･サヴァニャン S'17 豪 ヴィクトリア州ヤラ･ヴァレー \3,500
12123 ロブ･ドーラン･ブラック･ラベル･マルサンヌ S'21 豪 ヴィクトリア州 \3,500
11770 サザン･クロス･ホークスベイ･ピノ･グリ S'20 NZ ホークス・ベイ \2,200
12242 ローソンズ･ドライヒルズ･ゲヴュルツトラミネール S'20 NZ マールボロ \2,650
11871 ローソンズ･ドライヒルズ･リザーヴ･ピノ･グリ S'20 NZ マールボロ \2,800
12246 ノイドルフ･ティリティリ･ピノ･グリ S'22 NZ ネルソン \3,200
12250 メイン･ディヴァイド･ゲヴュルツトラミネール S'20 NZ ノース･カンタベリー \3,200 年･↑
12137 メイン･ディヴァイド･ピノ･グリ S'20 NZ ノース･カンタベリー \3,200
12051 エイ･トゥー･ゼット･ピノ･グリ S'21 米 オレゴン州 \3,000
12171 ブルックス･アミカス '21 米 オレゴン州ウィラメット･ヴァレー \4,300
12172 ブルックス･オーク･リッジ･ゲヴュルツトラミネール '21 米 ワシントン州コロンビア･ゴージ \4,300
11911 ヘンドリー･アルバリーニョ S'19 米 加州ナパ･ヴァレー \4,400
12057 ヨハン･ヴィンヤーズ･グリューナー･ヴェルトリーナー '20 米 オレゴン州ウィラメット･ヴァレー、ヴァン･ダザー･コリドー \4,800
12398 ジ･アイリー･ヴィンヤーズ･エステート･ピノ･グリ '21 米 オレゴン州ウィラメット･ヴァレー、ダンディ･ヒルズ \6,400 年･↑
11968 アマラヤ･ホワイト S'21 亜 サルタ州ヴァレ･カルチャキ \1,500
11974 ボデガ･コロメ･トロンテス S'21 亜 サルタ州ヴァレ･カルチャキ \2,000
11193 コイレ･ドン･カンデ･マスカット '18 チリ イタタ･ヴァレー \2,150
12271 フィタプレタ･ホワイト '21 ポルトガル アレンテジャーノ IGP \2,850
11963 フィタプレタ･ア･ラランジャ･メカニカ '20 ポルトガル アレンテジャーノ IGP \4,800
11961 フィタプレタ･パルピテ･ホワイト '19 ポルトガル アレンテジャーノ IGP \4,800
12267 フィタプレタ･ブランコ･デ･ターリャ '20 ポルトガル アレンテジャーノ IGP \4,800 新
11965 フィタプレタ･トリンカデイラ･ダス･プラタス '19 ポルトガル アレンテージョ DOC \6,000

ロゼ
12226 マイク･プレス･ロゼ S'22 豪 南豪州アデレード･ヒルズ \1,800
11638 トイスナー･サルサ･ロゼ S'19 豪 南豪州バロッサ･ヴァレー \2,500
11688 ボエジャー･エステート･ロゼ S'20 豪 西豪州マーガレット･リヴァー \2,600
11870 ローソンズ･ドライヒルズ･ピンク･ピノ S'21 NZ マールボロ \2,500
12133 アタ･ランギ･ロゼ S'21 NZ ワイララパ \3,000
12170 エイ･トゥー･ゼット･ロゼ S'21 米 オレゴン州 \3,300
11459 カウンティ･ライン･ヴィンヤーズ･ロゼ '19 米 加州メンドシノ･カウンティ、アンダーソン･ヴァレー \5,000 ↑
12427 アマラヤ･ロゼ S'22　（3月下旬入荷予定） 亜 サルタ州ヴァレ･カルチャキ \1,500 年
11840 コイレ･フロール･デ･ラベリント･ロゼ '21 チリ コルチャグア･ヴァレー \2,150

ピノ･ノワール主体
11808 ロブ･ドーラン･トゥルー･カラーズ･ピノ･ノワール (375ml) S'18 豪 ヴィクトリア州ヤラ･ヴァレー \1,600
12186 マイク･プレス･ピノ･ノワール S'21　（3月下旬入荷予定） 豪 南豪州アデレード･ヒルズ \1,800
12189 イエリング･ステーション･リトル･イエリング･ピノ･ノワール S'21 豪 ヴィクトリア州 \2,600 年･↑
11596 ネペンス･アルティテュード･ピノ･ノワール S'19 豪 南豪州アデレード･ヒルズ \2,650
12121 ロブ･ドーラン･トゥルー･カラーズ･ピノ･ノワール S'20 豪 ヴィクトリア州ヤラ･ヴァレー \3,000
12362 イエリング･ステーション･ヴィラージュ･ピノ･ノワール S'21 豪 ヴィクトリア州ヤラ･ヴァレー \3,200 年
11437 ダーレンベルグ･フェラル･フォックス･ピノ･ノワール S'18 豪 南豪州アデレード･ヒルズ \3,200
12274 ベルヴェール･エステート･ピノ･ノワール S'21 豪 ヴィクトリア州ギップスランド \3,900 年･↑
12444 ワラメイト･ピノ･ノワール S'22　（3月下旬入荷予定） 豪 ヴィクトリア州ヤラ･ヴァレー \4,500
12098 ピカーディ･ピノ･ノワール '20 豪 西豪州ペンバートン \6,500 ↑
11538 カーリー･フラット･ピノ･ノワール S'17 豪 ヴィクトリア州マセドン･レンジズ \7,800 年
11115 ヤラ･イエリング･ピノ･ノワール S'17 豪 ヴィクトリア州ヤラ･ヴァレー \9,800
12131 アタ･ランギ･クリムゾン･ピノ･ノワール (375ml) S'20 NZ マーティンボロー \2,350 年･↑
11504 サザン･クロス･ホークスベイ･ピノ･ノワール S'20 NZ ホークス・ベイ \2,500
12135 マタヒウィ･エステート･ME･ピノ･ノワール S'20 NZ ワイララパ \2,650
11873 ローソンズ･ドライヒルズ･白ラベル･ピノ･ノワール S'19 NZ マールボロ \2,650
12405 ローソンズ･ドライヒルズ･リザーヴ･ピノ･ノワール S'19 NZ マールボロ \3,750 年･↑
12251 メイン･ディヴァイド･ピノ･ノワール S'20 NZ サウス･アイランド \3,800
12249 パリサー･エステート･ペンカロウ･ピノ･ノワール S'20 NZ マーティンボロー \3,850
12132 アタ･ランギ･クリムゾン･ピノ･ノワール S'20 NZ マーティンボロー \4,200



※価格はすべて消費税別。容量は別途記載のあるもの以外すべて750ml。商品名とヴィンテージの間の“S”はスクリューキャップ使用。
※年=年号変更、↑/↓＝価格変更（UP/DOWN）、新=新商品、名=名称変更、限=限定品、加州＝カリフォルニア州。
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No. ワイン 国 生産地 希望小売価格 備考

ピノ･ノワール主体：(続き)
12236 カタリナ･サウンズ･ピノ･ノワール S'21 NZ マールボロ \4,200
12406 アース･エンド･ピノ･ノワール S'21 NZ セントラル･オタゴ \4,500 年･↑
12199 ノイドルフ･トムズ･ブロック･ピノ･ノワール S'20 NZ ネルソン \4,800
12409 パリサー･エステート･マーティンボロー･ピノ･ノワール S'21 NZ マーティンボロー \5,600 年･↑
11993 ノイドルフ･ホーム･ブロック･ムーテリー･ピノ･ノワール S'20 NZ ネルソン \7,500 年
11771 フェルトン･ロード･ピノ･ノワール･バノックバーン S'20 NZ セントラル･オタゴ \7,600
12256 ペガサス･ベイ･ピノ･ノワール S'20 NZ ノース･カンタベリー、ワイパラ･ヴァレー \8,000
11887 フェルトン･ロード･ピノ･ノワール･カルヴァート S'20 NZ セントラル･オタゴ \9,200
11773 フェルトン･ロード･ピノ･ノワール･コーニッシュ･ポイント S'20 NZ セントラル･オタゴ \9,200
11977 アタ･ランギ･マクローン･ヴィンヤード･ピノ･ノワール S'18 NZ マーティンボロー \9,500
12412 パリサー･エステート･フア･ヌイ･ヴィンヤード･ピノ･ノワール S'21 NZ マーティンボロー \10,000 新
12138 ペガサス･ベイ･ピノ･ノワール･エイジド･リリース S'12 NZ ノース･カンタベリー、ワイパラ･ヴァレー \10,000
12239 アタ･ランギ･ピノ･ノワール S'19 NZ マーティンボロー \12,000 年･↑
12415 ペガサス･ベイ･プリマドンナ･ピノ･ノワール S'19 NZ ノース･カンタベリー、ワイパラ･ヴァレー \14,500 年･↑
12179 ライダー･エステート･ピノ･ノワール S'20 米 カリフォルニア州 \2,600 ↑
12062 ディストリクト 7･ピノ･ノワール S'20 米 加州モントレー･カウンティ \3,000
12401 フォックスグローブ･ピノ･ノワール '17 米 加州セントラル･コースト \3,500 新
11254 ヘンドリー･HRW･ピノ･ノワール S'17 米 加州ナパ･ヴァレー \3,600
12403 ヴァーナー･ロス･アラモス･ピノ･ノワール '16 米 加州サンタ･バーバラ･カウンティ \4,000 新
12351 エイ･トゥー･ゼット･ピノ･ノワール S'21 米 オレゴン州 \4,300 年
12382 ブルックス･ピノ･ノワール･ウィラメット･ヴァレー '21 米 オレゴン州ウィラメット･ヴァレー \4,800 年･↑
11460 カウンティ･ライン･ヴィンヤーズ･ピノ･ノワール '18 米 加州ソノマ･コースト \5,000 ↑
12381 ブルックス･エオラ･アミティ･ヒルズ･ピノ･ノワール '21 米 オレゴン州ウィラメット･ヴァレー、エオラ･アミティ･ヒルズ \5,200 新
12055 ヨハン･ヴィンヤーズ･エステート･ピノ･ノワール '19 米 オレゴン州ウィラメット･ヴァレー、ヴァン･ダザー･コリドー \5,200
12173 ブルックス･ピノ･ノワール･ジャナス '18 米 オレゴン州ウィラメット･ヴァレー \7,000
11242 ポーター･クリーク･ピノ･ノワール･フィオーナ･ヒル '16 米 加州ソノマ、ルシアン･リヴァー･ヴァレー \7,500
12389 ヨハン･ヴィンヤーズ･ニルス･ピノ･ノワール '19 米 オレゴン州ウィラメット･ヴァレー、ヴァン･ダザー･コリドー \8,000
12380 ベルグストロム･ピノ･ノワール･カンバーランド･リザーヴ '20 米 オレゴン州ウィラメット･ヴァレー \8,400 年･↑
12419 ジ･アイリー･ヴィンヤーズ･エステート･ピノ･ノワール '19 米 オレゴン州ウィラメット･ヴァレー、ダンディ･ヒルズ \10,000 年･↑
11924 ジ･アイリー･ヴィンヤーズ･ジ･アイリー･ピノ･ノワール '17 米 オレゴン州ウィラメット･ヴァレー、ダンディ･ヒルズ \14,500
10290 ボデガ･コロメ･ロテ･エスペシアル･ピノ･ノワール '15 亜 サルタ州ヴァレ･カルチャキ \9,600
11829 ナウエン･レゼルバ･エスペシアル･ピノ･ノワール S'21 チリ イタタ･ヴァレー \1,200
10964 マテティック･コラリージョ･ピノ･ノワール (375ml) S'15 チリ サン･アントニオ･ヴァレー \2,000
11391 マテティック･コラリージョ･ピノ･ノワール S'17 チリ カサブランカ･ヴァレー \2,800

シラーズ（シラー） & グルナッシュ主体
12333 ドリームタイム･パス･シラーズ S'21 豪 ヴィクトリア州 \1,350
12334 ドリームタイム･パス･カンガルーラベル･シラーズ S'21 豪 ヴィクトリア州 \1,350
12335 ドリームタイム･パス･フードペアリングシリーズ･シラーズ S'21 豪 ヴィクトリア州 \1,350
11557 マウント･ランギ･ギラン･ビリビリ･シラーズ (375ml) S'18 豪 ヴィクトリア州 \1,350 ↑
11807 ロブ･ドーラン･トゥルー･カラーズ･シラーズ (375ml) S'17 豪 ヴィクトリア州ヤラ･ヴァレー \1,500
11942 ダーレンベルグ･ザ･スタンプジャンプ･シラーズ S'19 豪 南豪州マクラーレン･ヴェイル \1,700
11794 ダーレンベルグ･ザ･スタンプジャンプ･レッド S'18 豪 南豪州マクラーレン･ヴェイル \1,700
12314 マイク･プレス･シラーズ S'21 豪 南豪州アデレード･ヒルズ \1,800 年
12220 エルダトン･Eシリーズ･シラーズ S'21 豪 南オーストラリア州 \2,150
11636 イエリング･ステーション･リトル･イエリング･シラーズ S'18 豪 ヴィクトリア州ヤラ･ヴァレー \2,180
12289 ハンドピックト･ヴァージョンズ･シラーズ S'17 豪 南オーストラリア州 \2,300 新
12073 アニーズ･レイン･シラーズ S'20 豪 南豪州アデレード(スーパー･ゾーン) \2,400
11947 マウント･ランギ･ギラン･ビリビリ･シラーズ S'18 豪 ヴィクトリア州 \2,450
12434 ダーレンベルグ･カストディアン･グルナッシュ S'19　（3月下旬入荷予定） 豪 南豪州マクラーレン･ヴェイル \2,500
11689 ダーレンベルグ･ダリーズ･オリジナル･グルナッシュ･シラーズ S'18 豪 南豪州マクラーレン･ヴェイル \2,500
12218 ダーレンベルグ･フットボルト･シラーズ S'20 豪 南豪州マクラーレン･ヴェイル \2,500
12421 ドリームタイム･パス･リージョナル･シリーズ･バロッサ･シラーズ '18 豪 南豪州バロッサ･ヴァレー \2,500 新
12316 トイスナー･リプキー･シラーズ S'20 豪 南豪州バロッサ･ヴァレー \2,950 年･↑
12232 タービルク･シラーズ S'18 豪 ヴィクトリア州ナガンビー･レイクス \3,000
11748 トイスナー･ジョシュア S'21 豪 南豪州バロッサ･ヴァレー \3,000
11866 マウント･プレザント･フィリップ･シラーズ S'17 豪 ニュー･サウス･ウェールズ州ハンター･ヴァレー \3,000 ↑
12363 イエリング･ステーション･ヴィラージュ･シラーズ S'18 豪 ヴィクトリア州ヤラ･ヴァレー \3,200 年
11231 ダーレンベルグ･デレリクト･グルナッシュ S'18 豪 南豪州マクラーレン･ヴェイル \3,250
11606 フランクランド･エステート･シラーズ S'18 豪 西豪州フランクランド･リヴァー \3,400
11811 ダーレンベルグ･ラフィング･マグパイ･シラーズ･ヴィオニエ S'17 豪 南豪州マクラーレン･ヴェイル \3,500



※個々のワインの詳細データはホームページ　www.vil lage-cellars.co.jp　でご覧いただけます。
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No. ワイン 国 生産地 希望小売価格 備考

シラーズ（シラー） & グルナッシュ主体：(続き)
12223 ルーウィン･エステート･シブリングス･シラーズ S'19 豪 西豪州マーガレット･リヴァー \3,500 年
11948 マウント･ランギ･ギラン･クリフエッジ･シラーズ S'19 豪 ヴィクトリア州グランピアンズ \3,800 ↑
12219 エルダトン･バロッサ･シラーズ S'20 豪 南豪州バロッサ \4,000
12190 トイスナー･アバター S'21 豪 南豪州バロッサ･ヴァレー \4,200
12285 ボエジャー･エステート･シラーズ S'18 豪 西豪州マーガレット･リヴァー \4,200
12217 ボーエン･エステート･クナワラ･シラーズ S'20 豪 南豪州クナワラ \4,500
12115 ワラメイト･シラー S'20 豪 ヴィクトリア州ヤラ･ヴァレー \4,500 年･↑
12109 フランクランド･エステート･アイソレーション･リッジ･ヴィンヤード･シラー S'19 豪 西豪州フランクランド･リヴァー \4,800
12099 ピカーディ･シラーズ '19 豪 西豪州ペンバートン \5,200
12357 ルーウィン･エステート･アートシリーズ･シラーズ S'20 豪 西豪州マーガレット･リヴァー \5,200 年
12454 トイスナー･アルバート･シラーズ S'19　（3月下旬入荷予定） 豪 南豪州バロッサ･ヴァレー \6,000 ↑
12359 マウント･プレザント･ローズヒル･ヴィンヤード･シラーズ S'19 豪 ニュー･サウス･ウェールズ州ハンター･ヴァレー \7,200 年･↑
12304 ダーレンベルグ･デッドアーム･シラーズ S'18 豪 南豪州マクラーレン･ヴェイル \7,500 年･↑
11867 マウント･プレザント･オールド･パドック&オールド･ヒル･シラーズ S'18 豪 ニュー･サウス･ウェールズ州ハンター･ヴァレー \7,800 ↑
11804 ヤラ･イエリング･ドライ･レッドNo.2 '17 豪 ヴィクトリア州ヤラ･ヴァレー \9,800
12119 ヤラ･イエリング･アンダーヒル･シラーズ '16 豪 ヴィクトリア州ヤラ･ヴァレー \10,500
12037 エルダトン･コマンド･シングル･ヴィンヤード･シラーズ S'18 豪 南豪州バロッサ･ヴァレー \12,000
12416 トリニティ･ヒル･ホークスベイ･シラー S'21 NZ ホークス・ベイ \3,650 年･↑
12141 トリニティ･ヒル･ギムレット･グラヴェルズ･シラー S'19 NZ ホークス・ベイ \5,600
11678 トリニティ･ヒル･オマージュ･シラー S'18 NZ ホークス・ベイ \16,500
11707 ライダー･エステート･シラー '19 米 加州セントラル･コースト \2,200 ↑
12177 テール･ルージュ･シラー･レ･コート･ド･ルエスト '16 米 カリフォルニア州 \4,200
11461 カウンティ･ライン･ヴィンヤーズ･シラー '17 米 加州ソノマ･コースト \5,000 ↑
12176 テール･ルージュ･ロートル '14 米 加州シエラ･フット･ヒルズ \6,200
11525 ボデガ･コロメ･ロテ･エスペシアル･シラー '19 亜 サルタ州ヴァレ･カルチャキ \3,000
11169 コイレ･キュヴェ･ロス･リンゲス･シラー '16 チリ コルチャグア･ヴァレー \1,800
11839 コイレ･ロヤール･シラー '19 チリ コルチャグア･ヴァレー \3,200
9701 マテティック･コラリージョ･シラー '13 チリ サン･アントニオ･ヴァレー \3,200
11393 マテティック･EQ･シラー '15 チリ サン･アントニオ･ヴァレー \4,800

カベルネ･ソーヴィニヨン & メルロ主体
12338 ドリームタイム･パス･カベルネ･ソーヴィニヨン S'21 豪 サウス･イースタン･オーストラリア \1,350
12339 ドリームタイム･パス･カンガルーラベル･カベルネ･ソーヴィニヨン S'21 豪 サウス･イースタン･オーストラリア \1,350
12340 ドリームタイム･パス･フードペアリングシリーズ･カベルネ･ソーヴィニヨン S'21 豪 サウス･イースタン･オーストラリア \1,350
12341 ドリームタイム･パス･メルロ S'18 豪 サウス･イースタン･オーストラリア \1,350
12342 ドリームタイム･パス･カンガルーラベル･メルロ S'18 豪 サウス･イースタン･オーストラリア \1,350
12095 アンガス･ザ･ブル･カベルネ･ソーヴィニヨン (375ml) S'20 豪 セントラル･ヴィクトリア \1,450
12111 マイク･プレス･カベルネ･ソーヴィニヨン S'18 豪 南豪州アデレード･ヒルズ \1,800
12358 マイク･プレス･メルロ S'21 豪 南豪州アデレード･ヒルズ \1,800 年
11744 モスウッド･エイミーズ (375ml) S'19 豪 西豪州マーガレット･リヴァー \1,950
12032 アンガス･ザ･ブル･カベルネ･ソーヴィニヨン S'20 豪 セントラル･ヴィクトリア \2,500
12153 ダーレンベルグ･ハイ･トレリス･カベルネ･ソーヴィニヨン S'19 豪 南豪州マクラーレン･ヴェイル \2,500
12319 フランクランド･エステート･ロッキーガリー･カベルネズ S'19 豪 西豪州フランクランド･リヴァー \2,500 年･↑
12191 トイスナー･ジェントルマン･カベルネ･ソーヴィニヨン S'21 豪 南豪州バロッサ \2,800
12231 タービルク･カベルネ･ソーヴィニヨン S'18 豪 ヴィクトリア州ナガンビー･レイクス \3,000
12284 ボエジャー･エステート･ガート･バイ･シー･カベルネ･メルロ S'20 豪 西豪州マーガレット･リヴァー \3,300
12439 フランクランド･エステート･カベルネ･ソーヴィニヨン S'21　（3月下旬入荷予定） 豪 西豪州フランクランド･リヴァー \3,400
12233 トペ･P＋R･カベルネ･ソーヴィニヨン S'21 豪 南豪州クレア･ヴァレー \3,500 新
12041 エルダトン･バロッサ･カベルネ･ソーヴィニヨン S'19 豪 南豪州バロッサ \3,800
12038 エルダトン･バロッサ･メルロ S'20 豪 南豪州バロッサ \3,800
12033 ボーエン･エステート･クナワラ･カベルネ･ソーヴィニヨン S'20 豪 南豪州クナワラ \4,000
12044 モスウッド･エイミーズ S'20 豪 西豪州マーガレット･リヴァー \4,000
12221 ルーウィン･エステート･プレリュード･ヴィンヤーズ･カベルネ･ソーヴィニヨン S'19 豪 西豪州マーガレット･リヴァー \4,200
12445 ワラメイト･カベルネ･メルロ･マルベック S'21　（3月下旬入荷予定） 豪 ヴィクトリア州ヤラ･ヴァレー \4,500 新
12440 ピエロ･カベルネ･ソーヴィニヨン･メルロ L.T.Cf. S'19　（3月下旬入荷予定） 豪 西豪州マーガレット･リヴァー \4,800 ↑
10348 フランクランド･エステート･オルモズ･リウォード S'13 豪 西豪州フランクランド･リヴァー \6,000
11634 モスウッド･リボンヴェイル･カベルネ･ソーヴィニヨン S'18 豪 西豪州マーガレット･リヴァー \6,500
11337 モスウッド･リボンヴェイル･メルロ S'17 豪 西豪州マーガレット･リヴァー \6,500
11628 ルーウィン･エステート･アートシリーズ･カベルネ･ソーヴィニヨン S'17 豪 西豪州マーガレット･リヴァー \8,500
11546 グロセット･ガイア S'17 豪 南豪州クレア･ヴァレー \10,000
11803 ヤラ･イエリング･ドライ･レッドNo.1 '17 豪 ヴィクトリア州ヤラ･ヴァレー \10,500



※価格はすべて消費税別。容量は別途記載のあるもの以外すべて750ml。商品名とヴィンテージの間の“S”はスクリューキャップ使用。
※年=年号変更、↑/↓＝価格変更（UP/DOWN）、新=新商品、名=名称変更、限=限定品、加州＝カリフォルニア州。
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No. ワイン 国 生産地 希望小売価格 備考

カベルネ･ソーヴィニヨン & メルロ主体：(続き)
11335 モスウッド･カベルネ･ソーヴィニヨン S'17 豪 西豪州マーガレット･リヴァー \13,500
12144 サザン･クロス･ホークスベイ･メルロ･カベルネ S'16 NZ ホークス・ベイ \2,200
11594 メイン･ディヴァイド･メルロ･カベルネ S'18 NZ ノース･カンタベリー \3,000
11879 レヴレット･エステート･ホークスベイ･メルロ･カベルネ S'19 NZ ホークス・ベイ \3,200
12159 ペガサス･ベイ･メルロ･カベルネ S'19 NZ ノース･カンタベリー、ワイパラ･ヴァレー \4,800
12241 アタ･ランギ･セレブレ S'20 NZ マーティンボロー \5,600 年･↑
12142 トリニティ･ヒル･ギムレット･グラヴェルズ･ザ･ギムレット S'20 NZ ホークス・ベイ \5,600
12414 ペガサス･ベイ･マエストロ (メルロ･カベルネ･マルベック) S'19 NZ ノース･カンタベリー、ワイパラ･ヴァレー \8,500 年･↑
12395 ライダー･エステート･カベルネ･ソーヴィニヨン '20 米 加州セントラル･コースト \2,600 年･↑
12393 ディストリクト 7･カベルネ･ソーヴィニヨン S'20 米 加州モントレー･カウンティ \3,000 年･↑
12400 フォックスグローブ･カベルネ･ソーヴィニヨン '20 米 加州パソ･ロブレス \3,500 年･↑
12063 マグノリア･ヒル･ナパ･ヴァレー･カベルネ･ソーヴィニヨン '17 米 加州ナパ･ヴァレー \4,300
11935 アテニウム･ナパ･ヴァレー･カベルネ･ソーヴィニヨン '19 米 加州ナパ･ヴァレー \4,500
11934 アテニウム･ナパ･ヴァレー･メルロ '20 米 加州ナパ･ヴァレー \4,500 ↑
11469 ヘンドリー･HRW･カベルネ･ソーヴィニヨン S'18 米 加州ナパ･ヴァレー \4,500
12392 マッケンジー=ミューラー･ナパ･ジャズ '17 米 加州ナパ･ヴァレー \5,400 年
11710 マッケンジー=ミューラー･カベルネ･ソーヴィニヨン (日本限定) '17 米 加州ナパ･ヴァレー \5,800
12182 マディソンズ･ランチ･リザーヴ･カベルネ･ソーヴィニヨン '20 米 加州ナパ･ヴァレー \5,900
11956 シャペレ･マウンテン･キュヴェ '19 米 カリフォルニア州 \6,800 年･↑
11915 マッケンジー=ミューラー･カベルネ･ソーヴィニヨン '17 米 加州ナパ･ヴァレー \9,000
12175 イーストン･エステート･カベルネ･ソーヴィニヨン '14 米 加州シェナンドー･ヴァレー \10,000
12391 マッケンジー=ミューラー･カベルネ･フラン '16 米 加州ナパ･ヴァレー \12,000 年･↑
12386 ヘンドリー･カベルネ･ソーヴィニヨン '18 米 加州ナパ･ヴァレー \15,000
11613 シャペレ･シュガーローフ･カベルネ･ソーヴィニヨン '18 米 加州ナパ･ヴァレー \35,000
11936 シャペレ･プリチャード･ヒル･カベルネ･ソーヴィニヨン '18 米 加州ナパ･ヴァレー \48,000
11827 ナウエン･レゼルバ･エスペシアル･カベルネ･ソーヴィニヨン S'20 チリ コルチャグア･ヴァレー \1,200
11167 コイレ･キュヴェ･ロス･リンゲス･カベルネ･ソーヴィニヨン '16 チリ コルチャグア･ヴァレー \1,800
12374 ナウエン･グラン･レゼルバ･カベルネ･ソーヴィニヨン '20　（3月下旬入荷予定） チリ コルチャグア･ヴァレー \1,800 年･↑
11837 コイレ･ロヤール･カベルネ･ソーヴィニヨン '18 チリ コルチャグア･ヴァレー \3,200

その他赤品種
11331 ピッツィーニ･サンジョヴェーゼ･シラーズ S'18 豪 ヴィクトリア州キング･ヴァレー \2,350
11955 ザ･ポーン･サンジョヴェーゼ S'18 豪 南豪州アデレード･ヒルズ \3,200
11954 ザ･ポーン･テンプラニーリョ S'19 豪 南豪州アデレード･ヒルズ \3,200
11805 ヤラ･イエリング･ドライ･レッドNo.3 S'17 豪 ヴィクトリア州ヤラ･ヴァレー \9,800
11676 トリニティ･ヒル･ギムレット･グラヴェルズ･テンプラニーリョ S'19 NZ ホークス・ベイ \5,000
11694 ヘンドリー･HRW･ジンファンデル S'19 米 加州ナパ･ヴァレー \3,200
12383 イーストン･ジンファンデル '16 米 加州アマドール･カウンティ \4,200 年･↑
12178 テール･ルージュ･テット･ア･テット '15 米 加州シエラ･フット･ヒルズ \4,200
10631 ポーター･クリーク･オールド･ヴァイン･カリニャン '14 米 加州メンドシノ･カウンティ \4,200
11462 カウンティ･ライン･ヴィンヤーズ･ジンファンデル '18 米 加州ソノマ、ルシアン･リヴァー･ヴァレー \5,000 ↑
11383 スペンカー･エステート･ジンファンデル '14 米 加州ロダイ \5,000 ↑
12056 ヨハン･ヴィンヤーズ･ツヴァイゲルト '20 米 オレゴン州ウィラメット･ヴァレー、ヴァン･ダザー･コリドー \5,600
11933 ジ･アイリー･ヴィンヤーズ･トゥルソー '19 米 オレゴン州ウィラメット･ヴァレー、ダンディ･ヒルズ \6,500
11253 マッケンジー=ミューラー･マルベック '13 米 加州ナパ･ヴァレー \6,500
12388 ヨハン･ヴィンヤーズ･ブラウフレンキッシュ '19 米 オレゴン州ウィラメット･ヴァレー、ヴァン･ダザー･コリドー \6,800 年･↑
12387 ヘンドリー･ジンファンデル･ブロック 7&22 '19 米 加州ナパ･ヴァレー \8,000 年･↑
11375 ジ･アイリー･ヴィンヤーズ･ピノ･ムニエ '16 米 オレゴン州ウィラメット･ヴァレー、ダンディ･ヒルズ \9,000
11967 アマラヤ･マルベック '20 亜 サルタ州ヴァレ･カルチャキ \2,150 年･↑
12425 アマラヤ･グラン･コルテ･マルベック '21　（3月下旬入荷予定） 亜 サルタ州ヴァレ･カルチャキ \2,800 年
11972 ボデガ･コロメ･ロテ･エスペシアル･ボナルダ '21 亜 サルタ州ヴァレ･カルチャキ \3,400
12430 ボデガ･コロメ･エステート･マルベック '21　（3月下旬入荷予定） 亜 サルタ州ヴァレ･カルチャキ \3,500 年
12433 ボデガ･コロメ･ロテ･エスペシアル･タナ '21　（3月下旬入荷予定） 亜 サルタ州ヴァレ･カルチャキ \3,700 年･↑
12432 ボデガ･コロメ･ロテ･エスペシアル･マルベック･ラ･ブラバ '21　（3月下旬入荷予定） 亜 サルタ州ヴァレ･カルチャキ \3,700 年･↑
11970 ボデガ･コロメ･アウテンティコ･マルベック '20 亜 サルタ州ヴァレ･カルチャキ \5,600
11969 ボデガ･コロメ･1831･マルベック '18 亜 サルタ州ヴァレ･カルチャキ \10,500
11975 ボデガ･コロメ･エル･アレナル･マルベック '20 亜 サルタ州ヴァレ･カルチャキ \10,500
11976 ボデガ･コロメ･アルトゥーラ･マクシマ･マルベック '17 亜 サルタ州ヴァレ･カルチャキ \18,000
11826 ナウエン･グラン･レゼルバ･カルメネール '19 チリ コルチャグア･ヴァレー \1,500
11835 コイレ･キュヴェ･ロス･リンゲス･カルメネール '19 チリ コルチャグア･ヴァレー \1,800
12370 シンコ '20　（3月下旬入荷予定） チリ セントラル･ヴァレー \1,800 年･↑



※個々のワインの詳細データはホームページ　www.vil lage-cellars.co.jp　でご覧いただけます。
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その他取扱い商品
W10798 スリー･オークス･シードル (375ml缶) 375ml 30缶入        \13,500／1ケース
W11898 スリー･オークス･シードル (330ml瓶) 330ml 24本入        \10,800／1ケース
W11899 スリー･オークス･シードル･ネイティブ･ハイビスカス･ライム (375ml缶) 375ml 24缶入        \10,800／1ケース
W10651 スミス･スパークリング･スプリング･ウォーター 750ml 12本入        \6,960／1ケース
W10652 スミス･スパークリング･スプリング･ウォーター (350ml) 350ml 24本入        \9,120／1ケース
W10649 スミス･スプリング･ウォーター 750ml 12本入        \6,960／1ケース
W10650 スミス･スプリング･ウォーター (350ml) 350ml 24本入        \9,120／1ケース
W12353 サイチョウ･スパークリング･ジャスミン (200ml)　（3月下旬入荷予定） 200ml 24本入        \28,800／1ケース
W12354 サイチョウ･スパークリング･ほうじ茶 (200ml)　（3月下旬入荷予定） 200ml 24本入        \28,800／1ケース
W12352 サイチョウ･スパークリング･ダージリン (200ml)　（3月下旬入荷予定） 200ml 24本入        \28,800／1ケース
284 アルゴン･ワインセーヴ･プロ        \3,500／1缶

63ページ
を参照ください

No. ワイン 国 生産地 希望小売価格 備考

その他赤品種：(続き)
11836 コイレ･ドン･カンデ･サンソー '21 チリ イタタ･ヴァレー \2,150
11838 コイレ･ロヤール･カルメネール '18 チリ コルチャグア･ヴァレー \3,200
11831 コイレ･セロ･バサルト '19 チリ コルチャグア･ヴァレー \5,300
10950 コイレ･セロ･バサルト･クアルテル･G2 '16 チリ コルチャグア･ヴァレー \6,000 ↑
10568 コイレ･アウマ '13 チリ コルチャグア･ヴァレー \12,000
12270 フィタプレタ･レッド '21 ポルトガル アレンテジャーノ IGP \2,850
11962 フィタプレタ･ア･トウリガ･ヴァイ･ヌア '20 ポルトガル アレンテジャーノ IGP \4,800
11957 フィタプレタ･ティント･デ･カステラォン '19 ポルトガル アレンテージョ DOC \4,800
11960 フィタプレタ･パルピテ･レッド '19 ポルトガル アレンテジャーノ IGP \4,800
11964 フィタプレタ･ティンタ･カルヴァーリャ '20 ポルトガル アレンテジャーノ IGP \7,500

デザート & 酒精強化ワイン
7116 チェンバース･ローズウッド･ヴィンヤーズ･ラザグレン･マスカット (375ml) S'NV 豪 ヴィクトリア州ラザグレン \2,300
11939 ダーレンベルグ･貴腐マッド･パイ (375ml) S'21 豪 南豪州アデレード･ヒルズ \2,800 ↑
7261 チェンバース･ローズウッド･ヴィンヤーズ･ラザグレン･マスカット (750ml) S'NV 豪 ヴィクトリア州ラザグレン \3,280
7262 チェンバース･ローズウッド･ヴィンヤーズ･ラザグレン･マウント･カーメル S'NV 豪 ヴィクトリア州ラザグレン \3,500
9994 ダーレンベルグ･ノスタルジア･レア･トウニー (375ml) S'NV 豪 南豪州マクラーレン･ヴェイル \3,650
11552 モスウッド･リボン･ヴェイル･貴腐セミヨン (375ml) S'18 豪 西豪州マーガレット･リヴァー \5,000
3586 ヤラ･イエリング･ポートソーツ '00 豪 ヴィクトリア州ヤラ･ヴァレー \12,500
11766 ペガサス･ベイ･フィナーレ･貴腐セミヨン･ソーヴィニヨン･ブラン (375ml) S'19 NZ ノース･カンタベリー、ワイパラ･ヴァレー \5,600
11066 ペガサス･ベイ･アンコール･貴腐リースリング (375ml) S'16 NZ ノース･カンタベリー、ワイパラ･ヴァレー \5,800
12253 ペガサス･ベイ･アリア･レイト･ピックド･リースリング S'20 NZ ノース･カンタベリー、ワイパラ･ヴァレー \6,500

750ml以外 -スパークリング、シャンパーニュ & 微発泡-
11859 ピッツィーニ･ピノ･グリージョ･スプリッツ (250ml缶)※発注単位：6パック(4缶/1パック) 豪 ヴィクトリア州キング･ヴァレー \540
4112 イエローグレン･イエロー･ピッコロ (200ml) S'NV 豪 サウス･イースタン･オーストラリア \600
11860 ピッツィーニ･ロゼ･スプリッツ (250ml缶)※発注単位：6パック(4缶/1パック) 豪 ヴィクトリア州キング･ヴァレー \540
4111 イエローグレン･ピンク･ピッコロ (200ml) S'NV 豪 サウス･イースタン･オーストラリア \600
10871 ドゥ･ヴノージュ･コルドン･ブルー･ブリュット (375ml) NV 仏 シャンパーニュAOC \3,600
10872 ドゥ･ヴノージュ･コルドン･ブルー･ブリュット (1500ml) NV 仏 シャンパーニュAOC \13,600
10873 ドゥ･ヴノージュ･コルドン･ブルー･ブリュット (3000ml) NV 仏 シャンパーニュAOC \38,800
10875 ドゥ･ヴノージュ･コルドン･ブルー･ブリュット (9000ml) NV 仏 シャンパーニュAOC \120,000
11218 ドゥ･ヴノージュ･プランス･ブラン･ド･ブラン (1500ml) '99 仏 シャンパーニュAOC \50,000

750ml以外 -スティルワイン-
11806 ロブ･ドーラン･トゥルー･カラーズ･シャルドネ (375ml) S'18 豪 ヴィクトリア州ヤラ･ヴァレー \1,500
11808 ロブ･ドーラン･トゥルー･カラーズ･ピノ･ノワール (375ml) S'18 豪 ヴィクトリア州ヤラ･ヴァレー \1,600
11807 ロブ･ドーラン･トゥルー･カラーズ･シラーズ (375ml) S'17 豪 ヴィクトリア州ヤラ･ヴァレー \1,500
11557 マウント･ランギ･ギラン･ビリビリ･シラーズ (375ml) S'18 豪 ヴィクトリア州 \1,350 ↑
12095 アンガス･ザ･ブル･カベルネ･ソーヴィニヨン (375ml) S'20 豪 セントラル･ヴィクトリア \1,450
11744 モスウッド･エイミーズ (375ml) S'19 豪 西豪州マーガレット･リヴァー \1,950
12131 アタ･ランギ･クリムゾン･ピノ･ノワール (375ml) S'20 NZ マーティンボロー \2,350 年･↑
11163 マテティック･コラリージョ･ソーヴィニヨン･ブラン (375ml) S'18 チリ サン･アントニオ･ヴァレー \1,000
10964 マテティック･コラリージョ･ピノ･ノワール (375ml) S'15 チリ サン･アントニオ･ヴァレー \2,000
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※価格はすべて消費税別。容量は別途記載のあるもの以外すべて750ml。商品名とヴィンテージの間の“S”はスクリューキャップ使用。
※年=年号変更、↑/↓＝価格変更（UP/DOWN）、新=新商品、名=名称変更、限=限定品、加州＝カリフォルニア州。
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オーストラリア

Angus The Bull
アンガス・ザ・ブル

「アンガス牛」のような赤身肉に合うワインとしてセントラル・ヴィクトリアのカベルネ・
ソーヴィニヨンで造る「アンガス・ザ・ブル」。2003年、醸造家ハーミッシュ・マクゴーワンが
1つのワインだけで興したブランド。

12032 カベルネ･ソーヴィニヨン S'20 豊潤な黒い果実にリッチなダークチョコレート、オーク由来のバニラが
香る。ほどよいボディに豊かなタンニンと活力ある余韻が伴い、しなやか
で伸びやか。ヴィクトリア州中央部で収穫されたブドウをフレンチオー
ク樽で12ヶ月間熟成。牧畜業の経験のあるワインメーカーが、その名の通
りビーフや赤身肉のために造るワイン。

\2,500
赤 Cabernet Sauvignon S'20

セントラル･ヴィクトリア

カベルネ･ソーヴィニヨン97%/メルロ3%　Alc.14.4%　

12095 カベルネ･ソーヴィニヨン (375ml) S'20 セントラル･ヴィクトリア \1,450
赤 Cabernet Sauvignon (375ml) S'20 カベルネ･ソーヴィニヨン97%/メルロ3%　Alc.14.4%　

Annie's Lane
アニーズ・レイン

1851年に遡るクレア・ヴァレーの歴史と共に歩んできたブランド、アニーズ・レイン｡現在、
リースリングはクレア・ヴァレー、シャルドネとシラーズはアデレード周辺の産地のブド
ウを使い、できるだけ自然な状態を維持しながら果実の風味と力強さをバランス良くまと
めたスタイルに一新される｡

12235 リースリング S'22 クレア・ヴァレー・リースリングに特徴的なライムやスパイスが鮮やかに
香り、フローラルなアロマが心地よい。軽やかな口当たりとともに快活な
果実が口中を満たし、ほのかなスパイスとミネラルが余韻に伴う。

\2,180
白 Riesling S'22

南豪州クレア･ヴァレー

リースリング　Alc.11.3%　残糖3.92g/L

12324 シャルドネ S'22 黄桃の優しいアロマに樽の香りが香ばしく、桃やイチジク、メロンのふく
よかな果実味を柑橘の爽やかな酸が引き立てる。。涼しい夜間に収穫した
ブドウは一部をフレンチオーク旧樽で発酵、熟成し、まろやかなコクと快
活な酸が美しくバランス。

\2,180
白 Chardonnay S'22 年･↑

南豪州アデレード(スーパー･ゾーン)

シャルドネ　Alc.12.7%　

12073 シラーズ S'20 黒スグリのアロマに続いてドライプラムの豊かな風味が広がり、黒オ
リーブ、ダークチョコ、スパイスがコクを加える。しっかり酸を備えたブ
ドウから引き出されたクリアな果実の風味とほのかなオークのニュアン
スが美しく調和。

\2,400
赤 Shiraz S'20

南豪州アデレード(スーパー･ゾーン)

シラーズ　Alc.14.9%　

Bellvale
ベルヴェール

オーナー兼醸造家のジョン・エリスは国際線旅客航空機の元パイロット。ワイン好きが高
じ、ギップスランドに畑と醸造所を造る。水捌けの良い北斜面に厳選したクローンを密植。
低収量で高品質のピノ・ノワールとシャルドネをつくる。

12273 エステート･シャルドネ S'21 白桃やネクタリンが芳醇に香り、爽快かつ複雑なフレーヴァーが滑らか
に舌を覆う。ベルヴェールの特色である無灌漑超密植栽培のブドウを自
然発酵、澱をかき混ぜながら12ヶ月間樽熟成（新樽10%）。冷涼地ギップス
ランドで2021年は平均よりもやや気温の低い年。

\3,800
白 Estate Chardonnay S'21

ヴィクトリア州ギップスランド

シャルドネ　Alc.12.6%　

12274 エステート･ピノ･ノワール S'21 ラズベリーやの野いちごの新鮮なアロマにクローブやアニスのニュアン
ス。きめ細かいタンニンがプラムやブラックベリーの豊かな果実味をバ
ランスよく支える。フレンチオーク樽（10%新樽）で12ヶ月熟成。無灌漑、
超密植栽培で知られるブティックワイナリーの正統派ピノ・ノワール。

\3,900
赤 Estate Pinot Noir S'21 年･↑

ヴィクトリア州ギップスランド

ピノ･ノワール　Alc.12.8%　

Bowen Estate
ボーエン・エステート

クナワラのテラロッサ土壌に40年以上の歴史を誇る家族経営ブティック・ワイナ
リー。低収量の果実は良く熟してから手で丁寧に摘み取られ、類まれな深い香りと官
能的な芳醇さ。長期熟成により、いっそう風味に味わいが出る。

12378 クナワラ･シャルドネ S'22 洋梨や桃の瑞々しい果実をフレッシュな酸が引き立て、ほどよい樽の風
味と澱熟成による複雑さが味わいに奥行きを与えている。ボーエン・エス
テートは銘醸地クナワラを代表する家族経営のブティックワイナリー
で、樹齢35年の有機栽培ブドウを手摘み。全房圧搾、フレンチオーク樽で
発酵、マロラクティック発酵はせず澱とともに熟成。

\3,600
白 Coonawarra Chardonnay S'22 年

南豪州クナワラ

シャルドネ100%　Alc.13.3%　
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オーストラリア 12217 クナワラ･シラーズ S'20 明るくフレッシュな果実、深みのあるプラムの風味をほのかなオーク樽
の風味が覆い、しなやかにエレガントで均整の取れた味わい。クナワラを
代表するテラロッサ土壌自社畑で有機栽培されるブドウ（最長樹齢40年）
をアメリカンオーク樽で16-18ヶ月熟成。

\4,500
赤 Coonawarra Shiraz S'20

南豪州クナワラ

シラーズ100%　Alc.15.3%　

12033 クナワラ･カベルネ･ソーヴィニヨン S'20 カシス、ラズベリーが華やかに香るミディアムボディで、クナワラのカベ
ルネらしいきめ細かいタンニンとしなやかなストラクチャーを備え、清
涼感ある余韻が味わいをエレガントにまとめている。フレンチオーク樽
で18ヶ月間熟成。テラロッサ土壌を生かして40年以上造り続けられる正
統派”クラシック・クナワラ”カベルネ・ソーヴィニヨン。

\4,000
赤 Coonawarra Cabernet Sauvignon S'20

南豪州クナワラ

カベルネ･ソーヴィニヨン100%　Alc.14.5%　

Chambers Rosewood Vineyards
チェンバース・ローズウッド・ヴィンヤーズ

ヴィクトリア州ラザグレンに1858年から続くオーストラリアを代表する酒精強化
ワインスペシャリスト。ワイン・スペクテーター、ジャンシス・ロピンソン、ロバート・
パーカーJrなど、ワイン評論家やワイン専門誌が絶賛する生産者。

7261 ラザグレン･マスカット (750ml) S'NV ヴィクトリア州ラザグレン \3,280
白極甘 Rutherglen Muscat (750ml) S'NV マスカット　Alc.17.9%　残糖253.6g/L

7116 ラザグレン･マスカット (375ml) S'NV 赤褐色のマスカット・ア・プティ・グランは、干しブドウ、バラの花びら、プ
ラムなどの果実味を生む。ワインは発酵途中の望ましい糖度でスピリッ
ツを添加、大樽(900-5,000L)で熟成。畑ごと、ヴィンテージ別に管理し、ブ
レンドを終えて、さらに樽で熟成。「ラザグレン・マスカット」は少なくと
も5年熟成。［95pts Wine Advocate］

\2,300
白極甘 Rutherglen Muscat (375ml) S'NV

ヴィクトリア州ラザグレン

マスカット100%　Alc.17.6%　残糖260.3g/L

7262 ラザグレン･マウント･カーメル S'NV 若木から樹齢100歳を超えるブドウを使用し、ポルトガル産ポートと同様
の造りで醸造。発酵途中でリキュールを添加し、古樽で長期熟成。タール、
ブラックベリー、カシスの香。深みのあるピュアさも楽しめる。重すぎず、
食後にカジュアルにチーズやデザートと。

\3,500
赤極甘 Rutherglen Mt.Carmel S'NV

ヴィクトリア州ラザグレン

シラーズ/ジュリッフ/テンプラニーリョ/グランド･ノワール
Alc.16.9%　残糖220.6g/L

Curly Flat
カーリー・フラット

フィリップ・モラハンとジェニファー・コルッカが冷涼地のピノ・ノワールに最適な場
所を厳選し興したブティック・ワイナリー｡2006年よりバイオダイナミック農法を取り
入れ繊細さと複雑さを追求する｡2017年ジェニファーが単独オーナーとなり醸造家に
その地を知り尽くしたマット・ハロップを迎え、より品質に磨きがかかる｡

11159 シャルドネ S'16 白い花、レモン、ライムの爽やかな香りにイチジクやスパイスが豊かに
混じり、口当たりは力強くも、繊細。グレープフルーツの果実をオークの
風味が縁取り、ミネラリーで、エレガントな味わいを醸し出している。

［95pts James Halliday］

\7,000
白 Chardonnay S'16

ヴィクトリア州マセドン･レンジズ

シャルドネ100%　Alc.13.1%　

11538 ピノ･ノワール S'17 スミレやイチゴ、ブラックベリーの新鮮な香りになめし皮や森の下草、ポ
プリのアロマが複雑に混じる。赤や黒の果実を包み込むタンニンはきめ
細かく、持続的で涼やかな酸と品のよいミネラル感が全体をエレガント
にまとめる。自社畑のブドウを手摘みし、自然発酵（17％全房）。フレンチ
オーク樽で20ヶ月間熟成（新樽32%）し、無清澄で瓶詰め。

［96pts James Halliday］

\7,800
赤 Pinot Noir S'17 年

ヴィクトリア州マセドン･レンジズ

ピノ･ノワール100%　Alc.13.3%　

d'Arenberg
ダーレンベルグ

温暖で乾燥したマクラーレン・ヴェイルは、世界で最も多様な地質に恵まれたワイン
産地。1912年設立の老舗4代目で現醸造家チェスター・オズボーンは気候・土壌を詳細
に調査し、デイリーから世界的プレミアムまで品種特性を生かしたワインを送り出
す。“2021 World Best Vinyeards” 31位にランクイン。

2294 ザ･ペパーミント･パドック･スパークリング･レッド NV フランスで作り出された交配品種シャンブルサン。濃厚な色調でベリー
の甘みの強いこの品種からさわやかな酸味とタンニンをバランスよくま
とめた個性的スパークリング。ベリーソースのかかったチキン、鴨肉の
ローストなどと良い相性。樹齢30年以上の畑より。

［88pts The Wine Front］

\3,800
発泡赤 The Peppermint Paddock Sparkling Red NV

南豪州マクラーレン･ヴェイル

シャンブルサン86%/グラシアーノ14%　Alc.13.8%　
残糖12.6g/L

12275 ザ･スタンプジャンプ･ホワイト S'20 南豪州マクラーレン･ヴェイル&アデレード･ヒルズ \1,700
白 The Stump Jump White S'20 リースリング68%/マルサンヌ21%/ソーヴィニヨン･ブラン11%　

Alc.11.4%　

12305 ザ･スタンプジャンプ･リースリング S'21 南豪州マクラーレン･ヴェイル&アデレード･ヒルズ \1,700
白 The Stump Jump Riesling S'21 リースリング100%　Alc.10.7%　残糖12.1g/L 年

11250 ザ･スタンプジャンプ･ソーヴィニヨン･ブラン S'19 南オーストラリア州 \1,700
白 The Stump Jump Sauvignon Blanc S'19 ソーヴィニヨン･ブラン100%　Alc.13.5%　
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11941 ザ･スタンプジャンプ･ライトリー･ウディッド･
シャルドネ S'21

南豪州マクラーレン･ヴェイル \1,700

白 The Stump Jump Lightly Wooded Chardonnay S'21 シャルドネ100%　Alc.13.3%　

11942 ザ･スタンプジャンプ･シラーズ S'19 南豪州マクラーレン･ヴェイル \1,700
赤 The Stump Jump Shiraz S'19 シラーズ　Alc.14.7%　

11794 ザ･スタンプジャンプ･レッド S'18 南豪州マクラーレン･ヴェイル \1,700
赤 The Stump Jump Red S'18 グルナッシュ/シラーズ/ムールヴェードル　Alc.14.7%　

11845 ドライ･ダム･リースリング S'20 レモンやライム、ジャスミンが華やかに香り、爽快な口当たりのなかにク
リアな酸と甘みが調和。メリハリのある洗練された味わいで、瓶熟によっ
て香ばしさやマーマレードの風味が現れる。近隣の水が溜まらない灌漑
用ダムにちなみ「ドライ・ダム（＝干上がったダム」と名付けられた。ヴィ
ンテージによって「ダム・ドライ（＝凄くドライ）」とも。

［Best Riesling Dry White Table Wine, Royal Hobart Wine Show］

\2,350
白 Dry Dam Riesling S'20

南豪州マクラーレン･ヴェイル&アデレード･ヒルズ&クレア･ヴァレー

リースリング100%　Alc.10.2%　残糖16.4g/L

11937 ハーミット･クラブ･ヴィオニエ･マルサンヌ S'21 柑橘の白い花、青パパイヤやメロンの豊潤な果実にかすかな生姜の風味
が伴い、フレッシュにドライ。ヴィオニエの一部を樽発酵し、ほどよい厚
みがある。畑の石灰質土壌を構成する海底生物の堆積（ハーミット・クラ
ブ＝ヤドカリ）を意味すると同時に、ローヌのエルミタージュ（英語の略
語はハーミット）のマルサンヌにも思いを馳せて命名された。

［91pts James Suckling］

\2,200
白 Hermit Crab Viognier Marsanne S'21

南豪州マクラーレン･ヴェイル

ヴィオニエ61%/マルサンヌ39%　Alc.14.0%　

11737 マネースパイダー･ルーサンヌ S'21 白桃、パッションフルーツのアロマにレモングラスや青パパイヤがエ
キゾチック。南国果実の味わいを快活な酸とミネラルがしっかり支え、
フォーカスの取れた長い余韻に導く。フリーラン果汁をゆっくり低温発
酵、MLFせず、樽不使用。最初の収穫時、現れた小さな蜘蛛（マネー・スパイ
ダー）の糸でブドウが覆いつくされ、醸造を諦めたエピソードから命名。

\2,350
白 Money Spider Roussanne S'21

南豪州マクラーレン･ヴェイル

ルーサンヌ100%　Alc.13.5%　

12183 オリーブ･グローブ･シャルドネ S'21 アプリコットや桃、柑橘の白い花のアロマに波しぶきの爽快感が伴い、柑
橘やカシューナッツの香ばしい風味とミネラルが滑らかに舌を覆う。フ
レンチオーク旧樽で発酵、澱とともに7ヶ月間熟成。1840年代移民が持ち
込んだオリーブの木はこの地域に根付き、鳥が運んだ種によって今やブ
ドウ畑の真ん中にも生えている。［90pts James Suckling］

\2,200
白 Olive Grove Chardonnay S'21

南豪州マクラーレン･ヴェイル&アデレード･ヒルズ

シャルドネ100%　Alc.13.4%　

11938 ラッキー･リザード･シャルドネ S'19 レモンの花とともにバターやカスタード、レモンゼストの風味が広がり、
澱由来の滑らかな質感とMLFなしのフレッシュさ、豊かな酸によるストラ
クチャーとほどよい樽のニュアンスを兼ね備える。ブドウは名前の由来
どおりトカゲが迷い込んでも逃げられるほど優しく圧搾、フリーラン果
汁のみを用い、40％をフレンチオーク旧樽で自然発酵、澱とともに6ヶ月
間熟成。［91pts Winestate Adelaide Hills Wine Show 2022］

\2,980
白 Lucky Lizard Chardonnay S'19

南豪州アデレード･ヒルズ

シャルドネ100%　Alc.12.9%　

11689 ダリーズ･オリジナル･グルナッシュ･シラーズ S'18 ザクロやクランベリー、プラムの芳醇な果実とグルナッシュの緻密なタ
ンニンをシラーズのおおらかな風味が滑らかに包む。5tの伝統的なコン
クリート製開口槽で発酵。バスケットプレス圧搾し、澱とともにフレン
チオーク小樽（一部新樽）に移行、20-21ヶ月間樽熟成。最終ブレンドの段
階で澱引きし、無濾過、無清澄。3代目ダリー・オズボーンを称える名前。

［92pts James Halliday］（9ページ参照）

\2,500
赤 d'Arry's Original Grenache Shiraz S'18

南豪州マクラーレン･ヴェイル

グルナッシュ56%/シラーズ44%　Alc.14.7%　

12218 フットボルト･シラーズ S'20 黒い果実の芳醇な香り、プラムやカシス、ブラックチェリーの豊かな果実
にダークチョコの風味が伴い、滑らかなタンニンが全体をまとめている。
伝統的な開口槽で途中まで発酵後、バスケットプレスで優しく圧搾し、新
旧のフレンチオーク小樽で澱とともに12-18ヶ月間熟成。無濾過、無清澄。

\2,500
赤 Footbolt Shiraz S'20

南豪州マクラーレン･ヴェイル

シラーズ100%　Alc.15.0%　

12434 カストディアン･グルナッシュ S'19 （3月下旬入荷予定） 南豪州マクラーレン･ヴェイル \2,500
赤 Custodian Grenache S'19 グルナッシュ100%　Alc.14.6%　 年

12153 ハイ･トレリス･カベルネ･ソーヴィニヨン S'19 ブラックカラントや杉の香に青葉の清涼感がマクラーレン・ヴェイルの
カベルネらしく、きめ細かいタンニンがエレガント。発酵中、足踏みでタ
ンニンを抽出、フレンチオーク旧樽で20ヶ月熟成。無濾過、無清澄。1890
年代、この地で初めてブドウ樹を膝より高い位置に仕立てた（ハイトレリ
ス）畑のブドウから。

\2,500
赤 High Trellis Cabernet Sauvignon S'19

南豪州マクラーレン･ヴェイル

カベルネ･ソーヴィニヨン100%　Alc.14.5%　

11437 フェラル･フォックス･ピノ･ノワール S'18 チェリーやプラムの豊潤なアロマと熟成特有の焦げた複雑性のある香。
味わいは対照的で芳醇だが軽やかな果実味と生き生きした酸。ミネラル
感のあるエレガントさ。フレンチの旧小樽で12ヶ月間熟成。無濾過、無清
澄。畑に出没する野生のキツネが下段のブドウを食べるので樹の上部に
残った果実は風味が一層凝縮。その後の排泄物も畑の良い肥料に。

［90pts QWine］

\3,200
赤 Feral Fox Pinot Noir S'18

南豪州アデレード･ヒルズ

ピノ･ノワール100%　Alc.14.3%　
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11811 ラフィング･マグパイ･シラーズ･ヴィオニエ S'17 香り高い花と胡椒のスパイシーなアロマに続いて、丸みを帯びたタンニ
ンに縁どられたプラムや桑の実、赤い果実が口内を豊かに満たす。黒ブド
ウ（シラーズ）と白ブドウ（ヴィオニエ）を混醸することから、白黒の羽を
持ち、さえずりが笑い声のように聞こえる野鳥マグパイにちなみ命名。フ
レンチおよびアメリカンオーク旧樽で発酵、10ヶ月間熟成。

［90pts James Halliday］

\3,500
赤 Laughing Magpie Shiraz Viognier S'17

南豪州マクラーレン･ヴェイル

シラーズ94%/ヴィオニエ6%　Alc.14.3%　

11231 デレリクト･グルナッシュ S'18 新鮮なブルーベリー、プラムのピュアな果実に甘草、スパイス、土っぽさ
が複雑に重なり合う。豊潤な口当たりで、粉っぽいタンニンに覆われた果
実味を酸が引き締め、しっかりとした骨格がある。かつてグルナッシュが
時代遅れとされていた頃に放棄された（デレリクト）古い畑を買い取り、
手入れして低収量の良質な畑に再生したことにちなみ名づけられた。

\3,250
赤 Derelict Grenache S'18

南豪州マクラーレン･ヴェイル

グルナッシュ100%　Alc.14.7%　

12304 デッドアーム･シラーズ S'18 2018年はダークフルーツにフェンネルシード、バルサミコを絡めたビー
ツやロースト肉の風味が豊かに層をなし、これまでになく複雑で素晴ら
しいバランス。ミネラリーで堅剛なタンニンが骨格となり、長い余韻に続
く。樹の一方の枝が”EutypaLata”という菌で枯れ、残った枝に実る濃厚な
風味のブドウが用いられることにちなみ名づけられた、ダーレンベルグ
のフラグシップ。［96pts James Suckling］

\7,500
赤 Dead Arm Shiraz S'18 年･↑

南豪州マクラーレン･ヴェイル

シラーズ100%　Alc.15.0%　

11939 貴腐マッド･パイ (375ml) S'21 洋梨のオーブン焼きや桃、ハニーサックルの甘美な風味にレモンバーム
やミカンが爽やかな層をなし、濃厚な極甘口ワインながら長い余韻は
すっきりと快活。マッドパイは泥の塊をパイに仕立てる子供の遊びで、土
と水、太陽からこのワインを造るのはマッドパイを作るときのようにワ
クワクする、という醸造家チェスターの気持ちが込められている。

\2,800
白極甘 Noble Mud Pie (375ml) S'21 ↑

南豪州アデレード･ヒルズ

ヴィオニエ70%/セミヨン18%/リースリング12%　Alc.11.6%
残糖223.7g/L

9994 ノスタルジア･レア･トウニー (375ml) S'NV クルミ、ローストしたアーモンド、オークの香ばしい風味に、干しイチジ
ク、洋梨、リンゴの果実味とシナモン、トフィー、焦がしバターの風味が重
なり、濃厚なコクがある。小さな古樽で最長40年（平均15年以上）熟成させ
た酒精強化ワインに2年ごとに少量のグルナッシュと場合によりシラー
ズの酒精強化ワインを足す。熟成した独特なまろやかな甘みがある。

\3,650
赤極甘 Nostalgia Rare Tawny (375ml) S'NV

南豪州マクラーレン･ヴェイル

グルナッシュ/シラーズ/ムールヴェードル/マスカット　
Alc.21.4%　残糖206.8g/L

Delatite
デラタイト

オーストラリアン・アルプスを望むハイ・カントリーで1968年よりブドウ栽培を始
め、1982年に醸造所を設立。冷涼地特有のデリケートさと力強さを供えたスタイルが
注目を集める。2006年より2代目が自社畑でバイオダイナミック農法を導入。

12278 ペット･ナット (王冠) '22 レモンの快活なアロマとバラのフローラルな香り。優しい泡の舌触りと
ともにフレッシュな果実味とイーストの香ばしさが口中に広がり、余韻
は爽やかにドライ。100%バイオダイナミック栽培畑の樹齢25-35年のブ
ドウ２品種を全房圧搾、自然発酵したベースワインを瓶内二次発酵、無濾
過・無清澄。

\3,600
発泡白 Pet Nat (Crown Cap) '22

ヴィクトリア州アッパー･ゴルバーン

リースリング79%/ゲヴュルツトラミネール21%　Alc.14.0%
残糖7.2g/L

12224 ハイ･グラウンド･シャルドネ S'21 柑橘とメロンの果実をほのかなオークの風味が縁どり、ほどよく厚みの
ある口当たり。ヴィクトリア高地の複数の畑で栽培されるブドウを全房
圧搾、40％は自然発酵しフレンチオーク旧樽で6ヶ月間熟成。冷涼な産地
特徴が生かされた、力強さと繊細さを兼ね備えたシャルドネ。

\2,800
白 High Ground Chardonnay S'21

ヴィクトリア州アッパー･ゴルバーン

シャルドネ100%　Alc.13.3%　

12277 マンスフィールド･ホワイト S'21 レモンや桃、ムスクの華やかなアロマ。ストーンフルーツの豊かな果実味
にレモンの酸が伴い、バラの香りが余韻をエレガントに締めくくる。ゲ
ヴュルツトラミネール、ピノ・グリ、リースリングの一部は大樽（500L)で、
他大部分の大部分の果汁はステンレス槽で自然発酵、澱とともに9ヶ月間
熟成。亜硫酸は瓶詰時にのみ最小限使用。

\3,150
白 MansField White S'21 年･↑

ヴィクトリア州アッパー･ゴルバーン

リースリング50%/ピノ･グリ25%/
ゲヴュルツトラミネール11%/シャルドネ10%/ヴィオニエ4%
Alc.13.7%　残糖5.7g/L

12107 デッドマンズヒル･ゲヴュルツトラミネール S'20 ムスクや甘いスパイス、ライチの華やかな香りに続いて、溌剌とした果実
味が豊かに広がり、フィニッシュはドライ。バイオダイナミック栽培され
る自社畑のブドウ（樹齢25-35年）を手摘み、自生酵母を用いて全体の8％
は500L旧樽発酵、無清澄で瓶詰め。［95pts James Halliday］

\3,200
白 Deadman's Hill Gewurztraminer S'20

ヴィクトリア州アッパー･ゴルバーン

ゲヴュルツトラミネール100%　Alc.15.5%　

12276 ヘルズ･ウィンドウ S'22 イチゴやチェリーにムスクやスイカが香り高く、グァバの果実をスパイ
スの風味が引き締める。同日に収穫したバイオダイナミック栽培白ブド
ウ3品種を赤ワインと同じ手法で混醸、自然発酵した”オレンジワイン”。無
清澄、無濾過で最小限の亜硫酸のみ使用して瓶詰め。濁りやわずかな発泡
性が見られる場合がある。

\3,350
白 Hell's Window S'22

ヴィクトリア州アッパー･ゴルバーン

ピノ･グリ42%/ゲヴュルツトラミネール38%/
リースリング20%　Alc.13.9%　残糖17g/L
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Dreamtime Pass
ドリームタイム・パス

親しみやすい風味、安定した品質、高い信頼性とコストパフォーマンスが要求される
デイリー・ワインは、オーストラリアが得意とする一分野。1日の終わりにグラスを傾
け、ゆったりと夢の世界に遊ぶイメージをネーミングしたワイン。

3147 スパークリング･ホワイト NV ニュー･サウス･ウェールズ州 \1,600
発泡白 Sparkling White NV シャルドネ88%/ピノ･ノワール12%　Alc.11.3%　残糖10.88g/L

9874 カンガルーラベル･スパークリング･ホワイト NV
Kangaroo Label Sparkling White NV 　　

3148 スパークリング･レッド(シラーズ) NV サウス･イースタン･オーストラリア \2,000
発泡赤 Sparkling Red(Shiraz) NV シラーズ　Alc.13.7%　残糖21.5g/L

9875 カンガルーラベル･スパークリング･レッド(シラーズ) NV
Kangaroo Label Sparkling Red(Shiraz) NV 　　

12327 ソーヴィニヨン･ブラン S'22 ヴィクトリア州 \1,350
白 Sauvignon Blanc S'22 ソーヴィニヨン･ブラン　Alc.11.6%　

12328 カンガルーラベル･ソーヴィニヨン･ブラン S'22
Kangaroo Label Sauvignon Blanc S'22 　　

12329 フードペアリングシリーズ･ソーヴィニヨン･ブラン S'22
Food Pairing Series Sauvignon Blanc S'22 　　

12330 シャルドネ S'22 セントラル･ヴィクトリア \1,350
白 Chardonnay S'22 シャルドネ100%　Alc.13.2%　

12331 カンガルーラベル･シャルドネ S'22
Kangaroo Label Chardonnay S'22 　　

12332 フードペアリングシリーズ･シャルドネ S'22
Food Pairing Series Chardonnay S'22 　　

12333 シラーズ S'21 ヴィクトリア州 \1,350
赤 Shiraz S'21 シラーズ100%　Alc.15.2%　

12334 カンガルーラベル･シラーズ S'21
Kangaroo Label Shiraz S'21 　　

12335 フードペアリングシリーズ･シラーズ S'21
Food Pairing Series Shiraz S'21 　　

12341 メルロ S'18 サウス･イースタン･オーストラリア \1,350
赤 Merlot S'18 メルロ100%　Alc.15.1%　

12342 カンガルーラベル･メルロ S'18
Kangaroo Label Merlot S'18 　　

12338 カベルネ･ソーヴィニヨン S'21 サウス･イースタン･オーストラリア \1,350
赤 Cabernet Sauvignon S'21 カベルネ･ソーヴィニヨン　Alc.14.7%　

12339 カンガルーラベル･カベルネ･ソーヴィニヨン S'21
Kangaroo Label Cabernet Sauvignon S'21 　　

12340 フードペアリングシリーズ･カベルネ･ソーヴィニヨン S'21
Food Pairing Series Cabernet Sauvignon S'21 　　

12420 リージョナル･シリーズ･ヤラ･ヴァレー･シャルドネ S'20 ヴィクトリア州ヤラ･ヴァレー \2,500
白 Regional Series Yarra Valley Chardonnay S'20 シャルドネ　Alc.12.6%　 新

（4ページ参照）

12421 リージョナル･シリーズ･バロッサ･シラーズ '18 南豪州バロッサ･ヴァレー \2,500
赤 Regional Series Barossa Shiraz '18 シラーズ　Alc.14.6%　 新

（4ページ参照）
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Elderton
エルダトン

1979年にバロッサ・ヴァレーの古い畑を入手し、1982年に「エルダトン」を興したア
シュミィド家。バロッサ・ヴァレーとイーデン・ヴァレーの3つの場所に所有する樹齢
65-105年の畑からプレミアム・ワインを生産。コマンド・シラーズはオーストラリア
を代表するワインの1つ。

12039 Eシリーズ･シャルドネ S'21 ピーチ、メロン、マンゴーがトロピカルで快活なミディアムボディ。Eシ
リーズは、バロッサを中心に南オーストラリア州の良質なブドウからコ
ストパフォーマンスに優れたワイン造りを追求。"E"には、excellence（卓
越した）, earth（地球）, エルダトン（Elderton）のワインを楽しんで（enjoy)
ほしいという意味が込められている。

\2,000
白 E Series Chardonnay S'21

南オーストラリア州

シャルドネ　Alc.13.4%　

12220 Eシリーズ･シラーズ S'21 フレッシュなラズベリーやチェリー、プラムにバニラが香るミディアム
ボディ。オーストラリアで長年親しまれるクラシックなスタイルのシ
ラーズ。フレンチオークとアメリカンオーク旧樽で熟成。様々な意味を含
む”E”シリーズの文字は、気軽に楽しんでほしい（Enjoy&Easy）というメッ
セージも込めたもの。

\2,150
赤 E Series Shiraz S'21

南オーストラリア州

シラーズ　Alc.14.9%　

12040 イーデン･ヴァレー･シャルドネ S'21 オレンジの花や核果のアロマにカシューナッツや火打石の風味が品よく
重なり、クリーミーなテクスチャーと樽由来の香ばしさがライムタルト
やネクタリンの果実と溶け合い、長い余韻に続く。樹齢29年の単一畑ブド
ウをフレンチオーク樽発酵、澱をかき混ぜながら9ヶ月間熟成。

［90pts James Suckling］

\3,000
白 Eden Valley Chardonnay S '21

南豪州イーデン･ヴァレー

シャルドネ100%　Alc.13.4%　

12219 バロッサ･シラーズ S'20 森の黒い果実とスパイスを効かせたプラムの香り。深みのある豊かな果
実味にクローヴの風味とミネラリーなタンニンが滑らかに溶け込み、長
い余韻に続く。バロッサ・ヴァレーの3つの自社畑のブドウを使用、主にア
メリカンオークおよびフレンチオーク旧樽主体で23ヶ月間熟成。2020年
は収量が少なく粒も小さかったが、凝縮した果実が収穫できた。

\4,000
赤 Barossa Shiraz S'20

南豪州バロッサ

シラーズ　Alc.14.9%　

12038 バロッサ･メルロ S'20 プラムや赤のベリーのアロマにかすかにスパイスが重なり、バニラの風
味に縁どられたジューシーな赤い果実をきめ細かいタンニンが力強く支
え、長い余韻に続く。2つの畑のブドウを伝統的なコンクリート製発酵槽
で発酵、フレンチオーク樽で16ヶ月間熟成。

\3,800
赤 Barossa Merlot S'20

南豪州バロッサ

メルロ　Alc.14.2%　

12041 バロッサ･カベルネ･ソーヴィニヨン S'19 森の黒い果実やチョコ、ミントの豊かで清涼なアロマ。熟した黒スグリ、
ブラックベリーの果実にミルクチョコ、ハーブの風味が伴い、きめ細かく
シルキーなタンニンが香ばしいオークとの風味とともに長い余韻に導
く。3つの自社畑の樹齢19-54年のブドウをフレンチオーク樽で24ヶ月間
熟成。［91pts James Suckling］

\3,800
赤 Barossa Cabernet Sauvignon S'19

南豪州バロッサ

カベルネ･ソーヴィニヨン97%/シラーズ3%　Alc.14.3%　

12037 コマンド･シングル･ヴィンヤード･シラーズ S'18 赤い果実やプラムの芳醇な香りにオークがスパイシーに層をなす。リッ
チに充実した果実は噛み応えのあるタンニンに覆われ、力強くも抑制的
でフォーカスのとれた味わい。バロッサを代表する古木畑の一つに1894
年に植え付けられた単一区画ブドウを手摘み、伝統的な開口式コンク
リート槽で発酵し、アメリカンおよびフレンチオークのパンチョン新樽
で30ヶ月間熟成。［96pts Wine Advocate］

\12,000
赤 Command Single Vineyard Shiraz S'18

南豪州バロッサ･ヴァレー

シラーズ100%　Alc.14.8%　

Frankland Estate
フランクランド・エステート

1956年発表のオルモズ・レポートに触発され、冷涼な大自然の中に畑を開墾、1988年
より気候特徴を生かしたワイン造りに専念するこの地の先駆ワイナリー。エレガント
で力強いリースリング、きめ細かく複雑さに富むシラーズ、カベルネ・フラン主体のボ
ルドー・ブレンド等。2010年、全畑の有機農法認証を取得。

12322 ロッキーガリー･リースリング S'22 柑橘やストーンフルーツ、白いバラの芳醇なアロマに品のよいミネラル
のニュアンス。ジューシーな果実に溶け込んだ酸が爽快で、熟したライム
やオレンジピールの風味がスパイスを伴い、活力のあるフィニッシュに
続く。鉄鉱石を多く含む土壌で栽培された平均樹齢25年超のブドウを低
温発酵したフルーティー＆ミネラリーなリースリング。

\2,500
白 Rocky Gully Riesling S'22 年･↑

西豪州フランクランド･リヴァー

リースリング100%　Alc.12.5%　残糖6.6g/L

12319 ロッキーガリー･カベルネズ S'19 完熟したスグリやプラムの芳醇なアロマに杉やバニラ、ブラックオリー
ブやイタリアンハーブが複雑に香る。桑の実やプラムのジューシーな果
実をグリップのあるタンニンがバランスよく支え、かすかな土っぽさと
タバコ葉の風味が複雑で長い余韻をもたらす。鉄分を多く含む岩がちな
土壌の有機栽培自社畑ブドウ5品種をブレンド。

\2,500
赤 Rocky Gully Cabernets S'19 年･↑

西豪州フランクランド･リヴァー

カベルネ･フラン38.5%/メルロ15.3%/マルベック19.2%/
カベルネ･ソーヴィニヨン16.5%/プティヴェルド10.5%　
Alc.14.8%　

12110 リースリング S'21 白や黄色の花のアロマとともに活力ある柑橘と緑茶、ほのかな塩っぽさ
が複雑に層をなす。柑橘やストーンフルーツの豊かな果実味が滑らかに
舌を覆い、フィニッシュはミネラリーにドライ。有機認証の自社畑ブドウ
を14℃以下の低温で4週間かけて発酵、澱とともに3ヶ月以上熟成後、瓶詰
め。［95pts James Halliday］

\3,500
白 Riesling S'21

西豪州フランクランド･リヴァー

リースリング100%　Alc.13.8%　残糖9.4g/L

12438 シャルドネ S'22 （3月下旬入荷予定） 西豪州フランクランド･リヴァー \3,400
白 Chardonnay S'22 シャルドネ100%　Alc.13.0% 年
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11606 シラーズ S'18 花やスパイスの深みのあるアロマが優雅に香り、プラムやカシスの鮮や
かな果実にはスパイスや鉄分を感じるミネラルが溶けこみ、清涼感のあ
る長い余韻に続く。1988年に植え付けた3種類のクローンのシラーズに少
量ずつ4品種をブレンドし、フレンチオーク大樽(500L)とステンレスタン
クで14ヶ月間熟成。［95pts James Halliday］

\3,400
赤 Shiraz S'18

西豪州フランクランド･リヴァー

シラーズ93.4%/トウリガ･ナショナル3.7%/
ムールヴェードル1.3%/マルサンヌ1.2%/マルベック0.4%　
Alc.14.4%　

12439 カベルネ･ソーヴィニヨン S'21 （3月下旬入荷予定） 西豪州フランクランド･リヴァー \3,400
赤 Cabernet Sauvignon S'21 カベルネ・ソーヴィニヨン88%/マルベック6%/カベルネ･フラン6%  

Alc.14.2%
年

12108 アイソレーション･リッジ･ヴィンヤード･リースリング S'21 ライム、トロピカルフルーツにアジアンスパイスやグリーンティが快活
に香る。テンションある酸に支えられたライムの果実に続いて梨の風味
が現れ、微かな塩味が複雑に引き締まった余韻を残す。ブドウは全房圧
搾、ステンレス槽で8週間かけて低温発酵後フレンチオーク旧樽で10ヶ月
間熟成。この畑のリースリングは10年ぶりの入荷。［97pts James Halliday］

\4,500
白 Isolation Ridge Vineyard Riesling S'21

西豪州フランクランド･リヴァー

リースリング100%　Alc.13.7%　残糖8.1g/L

12109 アイソレーション･リッジ･ヴィンヤード･シラー S'19 スパイスや白胡椒が香り高く、きめ細かいタンニンに縁どられた果実の
味わいと土っぽさ、スパイスが見事に調和。ほどよいボディを支えるしな
やかな酸が骨格となり、長い余韻に導く。単一畑の3つの特定の区画のブ
ドウから造られ、21%を全房発酵、3500Lのフレンチオーク大樽で15ヶ月
間熟成。［94pts James Halliday］

\4,800
赤 Isolation Ridge Vineyard Syrah S'19

西豪州フランクランド･リヴァー

シラーズ94.5%/ヴィオニエ4.5%/ムールヴェードル1%　
Alc.14.6%　

10348 オルモズ･リウォード S'13 西オーストラリア州でも特に冷涼な産地のカベルネ・フランを主体にマ
ルベックとカベルネ・ソーヴィニヨンをブレンド。プラム、黒スグリ、チェ
リーとともにバニラが香り立ち、鮮やかで明るい果実味にモカや湿った
土のニュアンスが落ち着いた気品を与えている。タンニンはきめ細かく、
長期熟成に向くしなやかなストラクチャーがある。樽熟成15ヶ月。

\6,000
赤 Olmo's Reward S'13

西豪州フランクランド･リヴァー

カベルネ･フラン66%/マルベック27%/
カベルネ･ソーヴィニヨン7%　Alc.13.5%　

Grosset
グロセット

1981年設立。リースリングの世界トップ生産者に並び称せられているオーナー醸造
家のジェフリー・グロセット。クレア・ヴァレーの畑違いのリースリング以外に、標高
の高い単一畑「ガイア」で造るボルドー・ブレンドも長期瓶熟成により風味が優雅に開
く。

12308 アーリア･リースリング S'22 柑橘の清らかなアロマに続いて、凝縮した果実の力強い風味をチョー
キーなミネラルが引き締め、長くドライな余韻に導く。標高460m、痩せた
スレート岩盤土壌の単一畑ロックウッド・ヴィンヤードのブドウを手摘
み、澱とともに熟成。無濾過・無清澄。「アーリア」の名は知恵・精神・農業な
どを司るギリシャの神に由来。［95pts James Halliday］

\5,600
白 Alea Riesling S'22 年･↑

南豪州クレア･ヴァレー

リースリング　Alc.12.9%　残糖8.7g/L

12310 スプリングヴェイル･リースリング S'22 ライムやレモングラスの穏やかな香りに続いて、適度に厚みのある鮮や
かな柑橘の果実味がテンションある酸を伴って口中を満たす。6haの単一
畑スプリング・ヴェイル・ヴィンヤードの微気候はとりわけ冷涼で、超低
収量栽培により、1房平均150ｇと極めて小ぶりで凝縮した果実が実る。手
摘みブドウのフリーラン果汁のみを低温発酵、澱とともに2-3週間熟成。

［95pts James Halliday］

\6,300
白 Springvale Riesling S'22 年･↑

南豪州クレア･ヴァレー

リースリング　Alc.13.2%　残糖3.1g/L

11852 ポーリシュヒル･リースリング S'21 フローラルな香りにライムジュースの力強いアロマが幾重にも重なり、
凝縮して濃密な果実の風味を一貫して引き締まった酸がしなやかに支え
る。フィニッシュは極めてドライ。ポーリシュヒルの単一畑は固い岩盤質
で根を深く張ることができないため、ブドウは小粒で房も小さく、樹1株
の収量はわずかワイン2本分。［97pts James Halliday］

\7,200
白 Polish Hill Riesling S'21

南豪州クレア･ヴァレー

リースリング　Alc.12.5%　残糖2.4g/L

11546 ガイア S'17 ブラックチェリー、黒スグリのアロマが際立ち、しなやかな骨格に支られ
た味わいは洗練され、極めてドライな余韻まで一貫して抑制的に力強い。
クレア・ヴァレーで最も高標高（570m）に位置するガイア・ヴィンヤード
の低収量栽培ブドウを手摘み、フレンチオーク樽で18ヶ月間熟成。2017年
は静謐さと鋭さを持ち合わせている。［96pts James Halliday］

\10,000
赤 Gaia S'17

南豪州クレア･ヴァレー

カベルネ･ソーヴィニヨン77%/カベルネ･フラン23%　
Alc.14.2%　

Handpicked Wines
ハンドピックト･ワインズ

モーニングトン・ペニンシュラの自社ワイナリーをベースに、ヤラ・ヴァレー、タスマ
ニア、バロッサ･ヴァレーなど6ヶ所に自社畑を所有し、近年急成長のワイナリー。ブラ
ンド名「ハンドピックト」は「優れた産地や品種を“厳選“」の意。“ヴァージョンズ”は信
頼する生産者との連携で造られる果実味豊かなカジュアルレンジ。

12288 ヴァージョンズ･シャルドネ S'18 柑橘やストーンフルーツ、メロンの果実にショウガの風味がピリッと鮮
やかな輪郭を与え、クリーミーな質感の中に一貫して快活な酸が心地よ
い。2018年は州全域で温暖な年だったが、大きな熱波はなかったので果実
はフレッシュな酸を保って成熟、例年より早い収穫となった。

\2,300
白 Versions Chardonnay S'18 新

ヴィクトリア州

シャルドネ　Alc.12.9%　
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12289 ヴァージョンズ･シラーズ S'17 ジューシーに口中を満たす豊潤な果実の風味に丸みを帯びたタンニンと
控えめなオークが伴い、滑らかに舌を覆う。カジュアルな食事に合わせや
すい、大らかで親しみやすい南オーストラリアのシラーズ。

\2,300
赤 Versions Shiraz S'17 新

南オーストラリア州

シラーズ　Alc.14.2%　

Leeuwin Estate
ルーウィン・エステート

ロバート・モンダヴィ指導の下、デニス･ホーガン夫妻が1973年に設立、マーガ
レット・リヴァーの先駆ワイナリーの一つ。1980アートシリーズ・シャルドネが英 
Decanter誌で「世界最高峰のシャルドネ」（1982年）と評価され、注目を集める。セラー
ドアの充実、ワイナリーでのコンサート等ワイン・ツーリズムの先駆者でもある。

12155 ブリュット '20 きめ細かい泡とともに立ち上る青リンゴ、レモンシャーベット、花梨のア
ロマは力強く、ブリオッシュやヌガーが香ばしい。クリーミーなテクス
チャーとすっきりと快活な柑橘の果実が均衡し、品のよいカモミールや
シナモンの風味がミネラリーな長い余韻に導く。優しく圧搾したフリー
ラン果汁を用い、少量は旧樽発酵、ベースワインを瓶内二次発酵し、瓶内
熟成18ヶ月間。［92pts James Halliday］

\6,000
発泡白 Brut '20

西豪州マーガレット･リヴァー

シャルドネ68%/ピノ･ノワール32%　Alc.11.9%　残糖1.9g/L

12222 シブリングス･ソーヴィニヨン･ブラン S'22 ライチ、カットライム、レモンの皮の快活なアロマにスパイスやハーブが
混じり、エキゾチックに複雑。柑橘とスグリの果実味がほのかに甘いスパ
イスの風味と調和し、一貫した酸が品のある長い余韻に導く。20%を樽発
酵し、ほどよいボリュームとまとまりのある味わいを引き出している。

［90pts James Suckling］

\3,200
白 Siblings Sauvignon Blanc S'22

西豪州マーガレット･リヴァー

ソーヴィニヨン･ブラン100%　Alc.13.0%　

12223 シブリングス･シラーズ S'19 凝縮した黒い果実、ココアやコーラ、控えめなオークとスパイス、チョコ
レートが複雑に層をなし、口当たりは軽快。豊富な果実味を貫くしなやか
なタンニンが骨格を形成し、長い余韻に続く。無灌漑畑ブドウをフレンチ
オーク樽で14ヶ月間熟成（新樽20%）。［93pts James Halliday］

\3,500
赤 Siblings Shiraz S'19 年

西豪州マーガレット･リヴァー

シラーズ100%　Alc.13.7%　

12156 プレリュード･ヴィンヤーズ･シャルドネ S'21 ライムと白桃、パイナップルの純粋なアロマにジャスミン、レモンの花、
カモミールがフローラル。柑橘のピュアな果実を引き締まった酸がしっ
かり支え、フォーカスの取れた味わい。低温で破砕したブドウの一部はス
キンコンタクトし、100％フレンチオーク小樽発酵、定期的に澱を撹拌し
ながら、10ヶ月間熟成（新樽40%）。

\4,500
白 Prelude Vineyards Chardonnay S'21 年

西豪州マーガレット･リヴァー

シャルドネ100%　Alc.13.3%　

12221 プレリュード･ヴィンヤーズ･カベルネ･ソーヴィニヨン S'19 カシス、チェリー、ブルーベリーの果実香にラベンダーやローリエ、ハー
ブが華やかさをカカオやスパイスが複雑さを添える。きめ細かいタンニ
ンに覆われた純粋な果実に土っぽさやミネラル感が伴い、フレッシュな
酸が全体を引き締める。トップレンジのアートシリーズ・カベルネと同じ
方法で仕込まれ、樽熟成期間はアートシリーズより2ヶ月短い計20ヶ月間
熟成（新樽33％）。［95pts James Halliday］

\4,200
赤 Prelude Vineyards Cabernet Sauvignon S'19

西豪州マーガレット･リヴァー

カベルネ･ソーヴィニヨン98%/マルベック2%　Alc.13.5%　

12281 アートシリーズ･リースリング S'22 柑橘とともにカモミール、カフィアライム、タイバジルが香り、エキゾ
チックに爽快。快活な果実味は、豊かな自然の酸とミネラルを湛え、エレ
ガントで長い余韻へ続く。夜間に収穫したブドウは12-13℃で低温発酵、
澱とともに熟成。4種類のカエルラベルで親しまれるドライリースリン
グ。［92pts James Suckling］

\3,200
白 Art Series Riesling S'22

西豪州マーガレット･リヴァー

リースリング100%　Alc.11.5%　残糖0.4g/L

12356 アートシリーズ･ソーヴィニヨン･ブラン S'22 柑橘やスグリのエネルギッシュな香りにカルダモンやコリアンダー・
シード、フェンネルが複雑で爽快。豊潤で立体感のある果実味をミネラ
リーな酸が貫き、全体をタイトに引き締める。30％をフレンチオーク樽で
発酵後、澱とともに4ヶ月間熟成。

\4,200
白 Art Series Sauvignon Blanc S'22 年

西豪州マーガレット･リヴァー
ソーヴィニヨン･ブラン100%　Alc.13.2%　

11629 アートシリーズ･シャルドネ S'18 洋梨や白桃、ライムカードのアロマは純粋に力強く、ヘーゼルナッツやカ
ルダモンの香ばしさとミネラルが優雅に層をなす。ふくらみのある果実
を一貫して持続的な酸が支え、スパイスやオークが調和した長い余韻に
続く。手摘みブドウをフレンチオーク新樽発酵、澱とともに11ヶ月間熟
成。1980年の初ヴィンテージから常に各国で高評価を得る、オーストラリ
アを代表するシャルドネ。

［98pts & Top Place Chardonnay Varietal Award, James Halliday ］

\11,500
白 Art Series Chardonnay S'18

西豪州マーガレット･リヴァー

シャルドネ100%　Alc.13.9%　

12357 アートシリーズ･シラーズ S'20 黒や青の果実、スミレやラベンダーのエレガントな香りにカルダモンや
コショウが複雑に入り混じる。シルキーなタンニンに覆われたブラック
チェリー、ブルーベリーの果実味は活力ある酸に支えられ、クローブやシ
ナモンのスパイスと溶け合いながら長い余韻に続く。無灌漑畑のブドウ
を20％全房発酵、フレンチオーク樽（新樽30%）で計18ヶ月間熟成。

\5,200
赤 Art Series Shiraz S'20 年

西豪州マーガレット･リヴァー

シラーズ98%/マルベック2%　Alc.13.8%　

11628 アートシリーズ･カベルネ･ソーヴィニヨン S'17 カシスや木イチゴの凝縮したアロマにクミンやクローヴ、カルダモンの
スパイスが深く複雑に層をなす。黒く力強い果実は緻密なタンニンが構
成するしなやかな骨格に支えられ、オリーブやタイム、杉、ミネラルの風
味が味わいの輪郭を立体的に際立たせ、全体をまとめる。フレンチオーク
小樽（ボルドー産）で計22ヶ月間樽熟成。［97pts The Real Review］

\8,500
赤 Art Series Cabernet Sauvignon S'17

西豪州マーガレット･リヴァー

カベルネ･ソーヴィニヨン98%/マルベック2%　Alc.13.6%　
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Mike Press Wines
マイク・プレス・ワインズ

プレミアム産地アデレードヒルズで自社ワインを手ごろな価格で販売し、愛されるブ
ランドへと成長。オーナー醸造家のマイク・プレスは、大手会社の醸造家を退職した
後、1998年に会社を設立。大手メーカーへの高品質ブドウ販売を手がけた後、自らの
ラベルを興す。

12187 ソーヴィニヨン･ブラン S'22 柑橘やキウイの青みを帯びた香りが爽快で、ピュアな果実と豊富な酸が
口中を満たし、フィニッシュは清々しくクリーン。冷涼なアデレード・ヒ
ルズの自社単一畑ブドウを10-15℃の低温でゆっくり発酵。

\1,800
白 Sauvignon Blanc S'22

南豪州アデレード･ヒルズ

ソーヴィニヨン･ブラン　Alc.13.4%　

12315 シャルドネ S'22 グレープフルーツ、メロン、リンゴやネクタリンの芳醇なアロマで、ほの
かに青みがかったストーンフルーツの果実味をキレのある酸が貫き、余
韻はミネラリーでドライ。アデレード・ヒルズの樹齢21年となる自社単一
畑ブドウを低温発酵、澱とともに熟成して瓶詰め。

\1,800
白 Chardonnay S'22 年

南豪州アデレード･ヒルズ

シャルドネ100%　Alc.13.3%　

12226 ロゼ S'22 イチゴやサクランボのチャーミングな果実味を貫く豊富な酸とかすかな
苦みを伴う旨みが味わいのバランスをとり、フィニッシュはすっきりと
ドライ。自社単一畑のピノ・ノワールを低温発酵、ステンレス槽で数ヶ月
熟成。

\1,800
ロゼ Rose S'22

南豪州アデレード･ヒルズ

ピノ･ノワール　Alc.13.6%　

12186 ピノ･ノワール S'21 （3月下旬入荷予定） 新鮮なスミレとスパイス、赤や黒のチェリーの果実味がきめ細かいタン
ニンと調和し、しなやかな骨格が長い余韻に導く。アデレード・ヒルズの
冷涼な高地（標高500m）に位置する自社単一畑のブドウを全房発酵、フレ
ンチオーク樽で6ヶ月間熟成。［4 stars Wine Estate Magazine］

\1,800
赤 Pinot Noir S'21

南豪州アデレード･ヒルズ

ピノ･ノワール　Alc.14.7%　

12314 シラーズ S'21 よく熟したレッドチェリー、ブラックベリー、プラムの豊かな果実にアメ
リカンオーク由来のスパイスやバニラが溶け込んだリッチな味わいで、
余韻はアデレード・ヒルズの冷涼気候を反映し、すっきりクリア。バロッ
サ・ヴァレーの樹齢約100年の古木シラーズから取った穂木は植え付けか
ら23年が経過し、豊かな風味を湛えている。アメリカンオーク樽で12ヶ月
間熟成。

\1,800
赤 Shiraz S'21 年

南豪州アデレード･ヒルズ

シラーズ100%　Alc.14.9%　

12358 メルロ S'21 大手名門生産者で長年の経験を経た醸造家マイク・プレスがアデレード・
ヒルズに自社単一畑を興し、栽培するブドウから（メルロ栽培面積3.5ha、
樹齢約20年）。フレンチオーク旧樽で12ヶ月間熟成。

\1,800
赤 Merlot S'21 年

南豪州アデレード･ヒルズ

メルロ100%　Alc.14.1%　

12111 カベルネ･ソーヴィニヨン S'18 ブラックチェリーや黒スグリのチャーミングな果実に黒オリーブやミン
トのタッチ。ピュアな果実と滑らかなタンニンがほどよいボディを構成
し、樽由来のバニラやスパイスの風味が余韻に心地よい。アデレード・ヒ
ルズの自社単一畑ブドウをフレンチおよびアメリカンオークで18ヶ月間
熟成。

\1,800
赤 Cabernet Sauvignon S'18

南豪州アデレード･ヒルズ

カベルネ･ソーヴィニヨン　Alc.14.2%　

Moss Wood
モスウッド

マーガレット・リヴァー2番目の畑として1969年に設立。1973年ファースト・ヴィン
テージの後、1975カベルネ・ソーヴィニヨンで脚光を浴びる。1979年にキース・マグ
フォードが参画、妻クレアとともに1985年、ワイナリーを引き継ぐ。産地特性を生か
したカベルネ・ソーヴィニヨンは現在までオーストラリア最高評価の一つ。

12044 エイミーズ S'20 凝縮感のあるダークベリーの果実をオーク樽のスパイシーな風味が優雅
に覆い、しっかりした酸と丸みを帯びたタンニンがストラクチャーをな
す。フレンチオーク旧樽で18ヶ月間熟成、無清澄。ワイナリーの北10kmグ
レンモア・ヴィンヤードのボルドーブレンド。マセラシオンの期間が「モ
スウッド」や「リボン・ヴェイル」レンジより短く、快活な味わいで早くか
らバランスよく楽しめる。

\4,000
赤 Amy's S'20

西豪州マーガレット･リヴァー

カベルネ･ソーヴィニヨン72%/メルロ10%/マルベック10%/
プティヴェルド8%　Alc.13.7%　

11744 エイミーズ (375ml) S'19 西豪州マーガレット･リヴァー \1,950
赤 Amy's (375ml) S'19 カベルネ･ソーヴィニヨン75%/メルロ13%/マルベック7%/

プティヴェルド5%　Alc.13.7%　

11799 リボンヴェイル･エルサ S'20 ライチやスグリ、パッションフルーツにキャラメルや焼きたてのパンの
香り。豊かな果実味を酸のストラクチャーとかすかなタンニンがドライ
に引き締め、長い余韻はクリーミーに滑らか。ソーヴィニヨン・ブランと
セミヨンの手摘みブドウを発酵過程の後半からフレンチオーク樽発酵、
10ヶ月間樽熟成。［93pts Wine Pilot］

\6,200
白 Ribbon Vale Elsa S'20

西豪州マーガレット･リヴァー

ソーヴィニヨン･ブラン90%/セミヨン10%　Alc.13.9%　

11337 リボンヴェイル･メルロ S'17 ブラックフルーツ、ダークチェリーのアロマが香り、リッチで芳醇な果実
に満たされる。しっかりとしたタンニンの骨格があり、タールや土っぽい
風味が複雑に絡み合っている。1982-87年に植え付けられたリボンヴェイ
ル・ヴィンヤードのメルロを主体に造られる。［95pts The Real Review］

\6,500
赤 Ribbon Vale Merlot S'17

西豪州マーガレット･リヴァー

メルロ93%/カベルネ･フラン7%　Alc.14.5%　
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11634 リボンヴェイル･カベルネ･ソーヴィニヨン S'18 西豪州マーガレット･リヴァー \6,500
赤 Ribbon Vale Cabernet Sauvignon S'18 カベルネ･ソーヴィニヨン  Alc.14.7% 年

11745 セミヨン S'21 イチジクの実や葉のアロマにレモンシャーベット、洋梨、マッシュルーム
が混じり、クラシックなモスウッド・セミヨンらしさが感じられる。凝縮
したオレンジピールやレモンジャムを思わせる凝縮した果実をしっかり
した酸とかすかなタンニンの収斂性が支え、フィニッシュはクリーン。
1973年に植え付けた自社畑無灌漑栽培ブドウから。

［95pts The Real Review］

\3,800
白 Semillon S'21 年

西豪州マーガレット･リヴァー

セミヨン100%　Alc.14.3%　

12113 シャルドネ S'20 モスウッドのシャルドネらしい完熟した桃やキンカンのママレード香に
ローストしたナッツやショートブレッド、モルトの香りが複雑を加える。
厚みのある口当たりのもと活力ある果実味が口中を満たし、フレッシュ
な酸がオークの香ばしい風味を伴う長い余韻に導く。手摘みブドウは除
梗、ステンレス槽発酵後、MLF、フレンチオーク樽で18ヶ月間熟成（新樽
50％）。［96pts James Halliday］

\8,500
白 Chardonnay S'20

西豪州マーガレット･リヴァー

シャルドネ100%　Alc.13.8%　

11335 カベルネ･ソーヴィニヨン S'17 鮮やかな赤い果実にフローラルな香りがアロマティック。滑らかなタン
ニンとともに深く複雑な味わいが重層的に舌を覆いつくす。1969年と
1971年に植え付けた古木のカベルネ・ソーヴィニヨンの他プティヴェ
ルドとカベルネ・フランをそれぞれ手摘みし、フレンチオーク小樽（新樽
25％）で30ヶ月間樽熟成。［97pts & 5 stars The Real Review］

\13,500
赤 Cabernet Sauvignon S'17

西豪州マーガレット･リヴァー

カベルネ･ソーヴィニヨン88%/プティヴェルド8%/
カベルネ･フラン4%　Alc.14.2%　

11552 リボン･ヴェイル･貴腐セミヨン (375ml) S'18 干しあんず、イチジク、洋梨、蜂蜜の甘美なアロマにトリュフや土っぽさ
がアクセントを添える。口当たりはリッチで力強く、清らかな酸がすっき
りと甘やかな余韻に導く。自社畑の貴腐がついたセミヨンを手摘みし、
3週間ほどかけてゆっくり発酵、澱を落とした後フレンチオーク旧樽で
20ヶ月間熟成。［95pts The Real Review］

\5,000
白極甘 Ribbon Vale Botrytis Semillon (375ml) S'18

西豪州マーガレット･リヴァー

セミヨン100%　Alc.10.7%　残糖185.3g/L

Mount Pleasant
マウント・プレザント

オーストラリア・ワイン産業近代化の父とも呼ばれる醸造家モーリス・オーシェイが
1921年に設立。1880年植樹のオールド・ヒルはじめ、古い畑から生み出される高品質
シラーズやハンター・ヴァレー特有の長期熟成セミヨンでも名高い。代々の主任醸造
家がモーリスの意思を引き継ぎハンター・ワインの歴史を紡ぐ。

12227 ハンター･ヴァレー･セミヨン S'22 新鮮なレモンやライムのアロマに干草やバニラの香り。ピュアな果実味
を貫く明るい酸が味わいを引き締め、余韻はすっきりとドライ。ワイナ
リーの周囲に広がるラヴデイル・ヴィンヤードのセミヨンを緩やかに圧
搾、フリーラン果汁を静置後、14日間低温発酵、澱とともに2ヶ月間熟成。
前年までのエリザベス・セミヨンが改名。

\3,000
白 Hunter Valley Semillon S'22

ニュー･サウス･ウェールズ州ハンター･ヴァレー

セミヨン　Alc.10.5%　

11866 フィリップ･シラーズ S'17 赤と青の新鮮な果実にほのかなスパイスがピリッとした風味を加える。
クラシカルなミディアムボディで、バランスのとれた清らかな酸と伸び
やかな余韻が特徴的なハンター・シラーズ。現在の英国女王夫妻が1954
年、即位後初めてオーストラリアを訪問した際にインスピレーションを
受けて造られ、フィリップ王配にちなみ命名。［93pts The Wine Front］

\3,000
赤 Philip Shiraz S'17 ↑

ニュー･サウス･ウェールズ州ハンター･ヴァレー

シラーズ　Alc.13.9%　

12359 ローズヒル･ヴィンヤード･シラーズ S'19 ラスベリー、クランベリーの力強い赤い果実のアロマに、スミレとプラ
ム、桑の実、スパイスが香る。凝縮した果実味がほのかな樽の風味を伴っ
てまろやかに広がり、清らかな酸がエレガントで長い余韻に導く。設立者
のモーリス・オーシェアが1945年に購入したローズ・ヒル・ヴィンヤード
の手摘みブドウをフレンチオーク樽で9ヶ月間熟成（新樽20%）。

\7,200
赤 Rosehill Vineyard Shiraz S'19 年･↑

ニュー･サウス･ウェールズ州ハンター･ヴァレー

シラーズ　Alc.14.1%　

11867 オールド･パドック&オールド･ヒル･シラーズ S'18 赤と青の果実のアロマにほのかなスパイスが混じり、オールド・パドッ
クに特徴的な胡椒の力強い胡椒の風味が冷涼なオールド・ヒルの華やか
な赤い果実と調和。豊かなタンニンとバニラの風味がしなやかに長い余
韻に続く。ブドウは、オールド・ヒル（1880年植樹）とオールド・パドック

（1921年植樹）のブドウをフレンチオーク樽で12ヶ月間熟成（新樽25%）。
［95pts The Real Review］

\7,800
赤 Old Paddock & Old Hill Shiraz S'18 ↑

ニュー･サウス･ウェールズ州ハンター･ヴァレー

シラーズ　Alc.14.2%　

Mt.Langi Ghiran
マウント・ランギ・ギラン

グレート・ディヴァイディング・レンジの最西端、標高約350ｍに位置し、ヴィクトリ
ア州で収穫が最も遅い産地は、大きな寒暖差が透明感のあるきれいな酸を生む。ハン
グタイムが長く果実が凝縮、キメ細かいタンニン、バランスの良さは力強くも上品で
エレガントなワインとなる。シラーズは冷涼地特有のスパイシーさが特徴。

11947 ビリビリ･シラーズ S'18 鮮やかな赤や黒の果実のアロマにドライフラワーやスパイスが層をな
し、甘美に複雑。滑らかなタンニンに覆われた果実味を一貫した酸が貫
き、まとまりのある味わい。グランピアンズの自社畑他州各地のブドウを
使用。ビリビリはクール・クライメットを気軽に楽しむことを目的とした
カジュアル・レンジで、マウント・ランギに暮らしていたアボリジニの酋
長の名にちなむ。［90pts James Halliday］

\2,450
赤 Billi Billi Shiraz S'18

ヴィクトリア州

シラーズ　Alc.13.7%　
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11557 ビリビリ･シラーズ (375ml) S'18 ヴィクトリア州 \1,350
赤 Billi Billi Shiraz (375ml) S'18 シラーズ　Alc.13.7%　 ↑

11948 クリフエッジ･シラーズ S'19 黒や青の充実した果実をチョコ、カルダモンやクローブが複雑に縁取り、
冷涼地らしい清らかな酸にオーク由来のバニラやスパイスの風味がバラ
ンスよく溶け込んでいる。ヴィクトリア州でも最も収穫の遅いグランピ
アンズに位置する自社畑ブドウ（平均樹齢約26年）を100%全房発酵、フレ
ンチオーク樽で14ヶ月間熟成（新樽率35%）。［95pts James Halliday］

\3,800
赤 Cliff Edge Shiraz S'19 ↑

ヴィクトリア州グランピアンズ

シラーズ100%　Alc.14.9%　

Nepenthe
ネペンス

1996年よりアデレード・ヒルズのレンズウッドで冷涼気候を活かしたソーヴィニヨ
ン・ブラン、シャルドネ、ピノ・ノワール等を手がける。オーストラリアン・ヴィンテー
ジ社に買収されてからは、チャールストン、バルハナー、ハーンドルフに畑を拡大、安
定した生産を誇る。

12321 アルティテュード･ソーヴィニヨン･ブラン S'22 パッションフルーツやグズベリーに青草や青リンゴが伴い、豊かな果実
味をクリーンな酸が引き締め、爽快にエレガント。昼夜の寒暖差が大きい
冷涼地アデレード・ヒルズの高標高の畑のブドウを低温発酵、清涼感のあ
る味わいを引き出している。

\2,750
白 Altitude Sauvignon Blanc S'22 年･↑

南豪州アデレード･ヒルズ

ソーヴィニヨン･ブラン　Alc.13.1%　

11844 アルティテュード･ピノ･グリ S'21 和梨、レモンカードの滑らかな風味にジャスミンのニュアンスが品よく
混じり、ほどよい飲みごたえを柑橘の酸が支えるフードフレンドリーな
味わい。昼夜の寒暖差が大きいアデレード・ヒルズのブドウを低温発酵。

\2,650
白 Altitude Pinot Gris S'21

南豪州アデレード･ヒルズ

ピノ･グリ　Alc.12.8%　残糖2g/L

11596 アルティテュード･ピノ･ノワール S'19 ダークチェリーやラズベリー、ドライハーブのアロマが香り、滑らかなタ
ンニンに覆われたチェリーの果実味、甘いスパイスの風味が森の下草の
ニュアンスを伴って、繊細に口中を満たす。アデレード・ヒルズのなかで
も高い標高に位置する3つの畑のブドウ（樹齢22年）をフレンチオーク樽

（新樽10%）で10ヶ月間熟成。
［91pts Winestate Adelaide Hills Challenge 2021 Wine Award］

\2,650
赤 Altitude Pinot Noir S'19

南豪州アデレード･ヒルズ

ピノ･ノワール94.8%/グルナッシュ4.2%　Alc.12.7%　

Picardy
ピカーディ

モスウッドの創設者、ビル・パネルがオーストラリアで理想とするピノ・ノワールを造
るために設立したワイナリー。ペンバートン地区のパイオニアで、綿密な調査を通し
て選定したヴィンヤードからは、洗練されたシャルドネ、シラーズ、ボルドー品種も生
まれる。

12228 シャルドネ '21 西豪州ペンバートン \6,500
白 Chardonnay '21 シャルドネ100%　Alc.12.6%　 年･↑

12098 ピノ･ノワール '20 ムスク、バラの花びらが品よく香り、清らかな果実味を覆うきめ細かいタ
ンニンと軽やかなオークの風味が味わいに奥行きを与え、長く複雑な余
韻に続く。無灌漑畑で手摘みしたブドウは25％を全房発酵、4年使用のフ
レンチオーク小樽で澱とともに10ヶ月間熟成。11種類のクローンを巧み
に組み合わせ、ピカーディの特徴でもあるエレガントさを引き出す。

\6,500
赤 Pinot Noir '20 ↑

西豪州ペンバートン

ピノ･ノワール100%　Alc.12.9%　

12099 シラーズ '19 ザクロやラズベリーの活気ある香りが鮮やかに広がり、滑らかな口当た
りとともに完熟した赤い果実の豊かな風味が品よく口中を満たす。すべ
て自社畑で手摘みしたシラーズと少量のヴィオニエ、マルベックを小型
の開口式発酵槽で混醸、フレンチオーク小樽で12ヶ月間熟成。

\5,200
赤 Shiraz '19

西豪州ペンバートン

シラーズ96%/ヴィオニエ2%/マルベック2%　Alc.13.6%　

Pierro
ピエロ

栽培・醸造に関しては先例にとらわれず、理屈を追求しながら妥協の無い栽培・醸造方
法を追求してきたマイケル・ペターキンの姿勢は、1980年設立以来、着実にピエロの
評価を定着させ、特にシャルドネは、オーストラリアで収集家が欲しがるトップ・ワイ
ンの一つに押し上げた。

12096 ファイアー･ガリー･ソーヴィニヨン･ブラン･セミヨン S'19 果実本来のアロマとフレッシュさを強調した爽やかなスタイルで、セミ
ヨンが適度な質感とコクを加えている。樹齢20年以上となるファイアー・
ガリー・ヴィンヤードのブドウを手摘みし全房圧搾、ステンレス槽発酵・
熟成。ピエロはマーガレット・リヴァーで最初にセミヨン・ソーヴィニヨ
ン・ブラン・ブレンドを手掛けた先駆者。

\3,000
白 Fire Gully Sauvignon Blanc Semillon S'19

西豪州マーガレット･リヴァー

ソーヴィニヨン･ブラン90%/セミヨン10%　Alc.12.8%　

12230 ファイアー･ガリー･シャルドネ S'21 柑橘と青リンゴ、カリンの風味がクリーンにドライ。滑らかなテクス
チャーとしなやかさは瓶熟成のポテンシャルを感じさせる。1988年に植
え付けた単一畑の小粒で凝縮感のあるジンジン・クローン・シャルドネを
手摘みし50％樽発酵、澱とともに7ヶ月間熟成。ピエロの醸造家は毎週末
このワインを楽しんでいるとのこと。

\4,000
白 Fire Gully Chardonnay S'21

西豪州マーガレット･リヴァー

シャルドネ100%　Alc.13.8%　

12114 ソーヴィニヨン･ブラン･セミヨン L.T.C. S'21 柑橘、洋梨にメロンやトロピカルフルーツの香りが混じる。ソーヴィニ
ヨン・ブランのフレッシュさとセミヨンの優雅さに少量のシャルドネが
力強さと厚みを加え、持続的な酸に支えられた緻密な骨格がある。自社
畑の手摘みブドウを全房圧搾、全体の25％を樽発酵・樽熟成（6ヶ月間）。
L.T.C=Little touch of Chardonnayの意味。［96pts James Halliday］

\4,000
白 Sauvignon Blanc Semillon L.T.C. S'21

西豪州マーガレット･リヴァー

ソーヴィニヨン･ブラン53%/セミヨン42%/シャルドネ5%　
Alc.13.7%　



－ 29 －

※ ブランドごとに表示されているQRコードから、弊社ウェブサイトの各ブランド別ページ（取扱いワインおよびブランド詳細等）をご覧いただけます。

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

12440 カベルネ･ソーヴィニヨン･メルロ L.T.Cf. S'19
（3月下旬入荷予定）

西豪州マーガレット･リヴァー \4,800

赤 Cabernet Sauvignon Merlot L.T.Cf. S'19 カベルネ･ソーヴィニヨン58%/メルロ28%/
カベルネ･フラン8%/マルベック4%/プティ･ヴェルド2%　Alc.14.1%　

年･↑

Pizzini
ピッツィーニ

イタリア移民のピッツィーニ夫妻が1978年にヴィクトリア州北東キング・ヴァレー
に設立した家族経営ワイナリー。イタリア固有品種に特化し、標高200-800mにある畑
からは個性的なプレミアムワインが造られる。ワイナリーではイタリアン・クッキン
グ・スクールも主宰。

11859 ピノ･グリージョ･スプリッツ (250ml缶) 柑橘の爽やかな香りで、微発泡の口当たりとともに溌溂とした酸、ピュア
な果実味が弾け、フィニッシュはすっきりとミネラリー。バランスよくド
ライで飲み飽きしない。
※発注単位：6パック(4缶/1パック)白･ロゼ混載可

\540
微発泡白 Pinot Grigio Spritz (250ml Can)

ヴィクトリア州キング･ヴァレー

ピノ･グリージョ100%　Alc.12.4%　残糖4.6g/L

11860 ロゼ･スプリッツ (250ml缶) 愛らしい赤い果実とフローラルな香り。果実の膨らみとフレッシュな酸
が親しみやすく、優しい泡がアクセント。オーストラリアのミレニアル世
代に人気の「ロゼ・スプリッツ」を気軽に楽しめる。
※発注単位：6パック(4缶/1パック)白･ロゼ混載可

\540
微発泡ロゼ Rose Spritz (250ml Can)

ヴィクトリア州キング･ヴァレー

ドルチェット50%/サンジョヴェーゼ25%/マスカット14.5%/
その他10.5%　Alc.9.8%　残糖5g/L

12157 ブラケット (王冠) '22 スイカやベリーの瑞々しく華やかなアロマで心地よい泡とともに自然の
甘みが柔らかく広がり、適度な酸が余韻を引き締める。アルコール度6.5％
で発酵を止め、果実の自然な甘みを生かしている。生姜やミント、ライム
などを添え、カクテルとしても。

\2,500
発泡ロゼ Brachetto (Crown Cap) '22

ヴィクトリア州キング･ヴァレー

ブラケット100%　Alc.5.7%　残糖120g/L

12361 ピノ･グリージョ S'22 リンゴや洋梨の瑞々しい果実が明るい柑橘の風味とともに口中に弾け、
引き締まった酸が爽快で奥行きのある余韻に導く。ブドウを圧搾後、果汁
は24時間静置して澱引きし、ステンレスタンクで低温発酵、純粋な果実の
風味とフレッシュさを引き出している。

\2,400
白 Pinot Grigio S'22 年

ヴィクトリア州キング･ヴァレー

ピノ･グリージョ100%　Alc.11.8%　残糖0.7g/L

12360 アルネイス S'22 洋梨やカリン、白い花の香りに続いて柑橘やアーモンド、リンゴの果実が
瑞々しくフレッシュな味わい。14～15℃で低温発酵後、澱とともに6ヶ月
間熟成し、複雑さとまろやかな質感を引き出している。オーストラリアに
おけるイタリア品種栽培のエキスパート、ピッツィーニが手がける伊ピ
エモンテ原産品種。

\2,750
白 Arneis S'22 年･↑

ヴィクトリア州キング･ヴァレー

アルネイス100%　Alc.13.8%　

11331 サンジョヴェーゼ･シラーズ S'18 サンジョヴェーゼのラズベリー、イチゴ、ブラックベリーのフレッシュな
果実に続き、シラーズのブラックベリー、ダークチョコのリッチな風味が
広がり、スパイシーで豊かな酸がフィニッシュを快活にしてくれる。ワイ
ン全体の65％をステンレスタンクで熟成させ、フレッシュな風味で、様々
な料理と気軽に楽しむことをコンセプトに造られる。

\2,350
赤 Sangiovese Shiraz S'18

ヴィクトリア州キング･ヴァレー

サンジョヴェーゼ54%/シラーズ44%/カナイオーロ2%　
Alc.13.5%　

Rob Dolan Wines
ロブ・ドーラン・ワインズ

大手ワイン企業で長年醸造家を務めたロブ・ドーランが2010年に設立。ヤラ・ヴァ
レーでの長年の経験と人脈を生かし、厳選した契約栽培農家のブドウを使い、「飲みや
すさ」を大切に、果実の旨みを素直に表現するバランスのよいワインを造る。ジェーム
ズ・ハリデー“New Winery of The Year 2014”受賞。

12120 トゥルー･カラーズ･シャルドネ S'19 ストーンフルーツ、柑橘の香りにカシューナッツとほのかなオークが香
ばしい。適度に厚みのあるまろやかな口当たりとともに、白桃やレモンの
果実が口中を満たし、フィニッシュはすっきりとドライ。ブドウの一部は
樽発酵し、全体の10%をMLF、10ヶ月間熟成（一部に樽使用）。

\3,000
白 True Colours Chardonnay S'19

ヴィクトリア州ヤラ･ヴァレー

シャルドネ　Alc.13.9%　

11806 トゥルー･カラーズ･シャルドネ (375ml) S'18 ストーンフルーツ、柑橘の香りにカシューナッツとほのかなオークが香
ばしい。滑らかな口当たりとともに広がる白桃、レモンカードの風味をス
パイスが彩り、味わいをバランスよくまとめている。一部全房で40%樽発
酵、全体の10%をMLF。

\1,500
白 True Colours Chardonnay (375ml) S'18

ヴィクトリア州ヤラ･ヴァレー

シャルドネ　Alc.12.9%　

12121 トゥルー･カラーズ･ピノ･ノワール S'20 チェリーやスミレの香りにほのかに甘いスパイスが伴い、滑らかなタン
ニンに覆われた赤い果実の風味が心地よく口中を満たす。2020年のヤラ・
ヴァレーは冷涼で低収量、酸度が高く、ピノ・ノワールにとって非常に良
年。フレンチオーク樽（新樽率10%）とステンレス槽で澱とともに6-10ヶ
月間熟成。

\3,000
赤 True Colours Pinot Noir S'20

ヴィクトリア州ヤラ･ヴァレー

ピノ･ノワール　Alc.13.8%　

11808 トゥルー･カラーズ･ピノ･ノワール (375ml) S'18 ダークベリーとイチゴやルバーブの香りにほのかに甘いスパイスが伴
い、丸みのある滑らかなタンニンに覆われた赤い果実の風味が心地よく
口中を満たす。ヤラ・ヴァレーの14の畑のブドウをフレンチオーク樽（新
樽率20%）で9ヶ月間熟成。

\1,600
赤 True Colours Pinot Noir (375ml) S'18

ヴィクトリア州ヤラ･ヴァレー

ピノ･ノワール　Alc.12.2%　
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11807 トゥルー･カラーズ･シラーズ (375ml) S'17 プラム、桑の実とチョコ、スパイスのアロマが芳醇。ジューシーな赤い果
実を柔らかいタンニンとほどよいオークのニュアンスが滑らかに縁ど
る。ヤラ・ヴァレーの3ヶ所の畑から。

\1,500
赤 True Colours Shiraz (375ml) S'17

ヴィクトリア州ヤラ･ヴァレー

シラーズ　Alc.13.3%　

12323 ブラック･ラベル･アルネイス S'21 オレンジの花のフローラルなアロマにレモンシャーベットと火打石の
ニュアンスがミネラリーですっきり爽快。しなやかなストラクチャーと
ともにアプリコットの果実味が口中をジューシーに満たす。50%は樽発
酵、澱とともに9ヶ月間熟成。ブラック・ラベルは、現地セラードアとレス
トラン向けの限定レンジ。（3ページ参照）

\3,500
白 Black Label Arneis S'21 年･↑

ヴィクトリア州ヤラ･ヴァレー

アルネイス　Alc.12.4%　

12122 ブラック･ラベル･サヴァニャン S'17 柑橘やグリーンオリーブ、桃の香りにほのかな熟成のニュアンス。厚みの
あるボディをレモンの酸が引き締め、ヘーゼルナッツや濡れた石のニュ
アンスがしなやかに味わいをまとめる。自社単一畑栽培、手摘みしたブド
ウは全房圧搾し100％樽発酵、フレンチオーク旧樽で9ヶ月間熟成。

\3,500
白 Black Label Savagnin S'17

ヴィクトリア州ヤラ･ヴァレー

サヴァニャン　Alc.14.3%　

12123 ブラック･ラベル･マルサンヌ S'21 レモンバター、オレンジの花、カモミールやサフランが香り高く、滑らか
なテクスチャーとともに柑橘の花やヌガー、ヘーゼルナッツの風味が広
がる。手摘みブドウを全房圧搾、フレンチオーク旧樽で発酵、澱とともに
9ヶ月間熟成。ブラックラベルは、近年オーストラリアで注目されるマイ
ナー品種にフォーカスしたレンジで、現地ではセラードアと飲食店向け
限定。

\3,500
白 Black Label Marsanne S'21

ヴィクトリア州

マルサンヌ　Alc.13.2%　

Storm Bay
ストーム・ベイ

タスマニア島南部、州都ホバートから北東 25kmにあるオーストラリア最南の産地
コール・リヴァー・ヴァレーが生むスパークリング。南極からの冷たい潮風と清らかな
水に育まれたピュアな果実が持ち味。南極海から吹き荒れる強風にちなんで名づけら
れた湾、「ストーム・ベイ」の名を冠する。

11409 スパークリング･キュヴェ NV オーストラリアで最も冷涼な産地の一つ、コール・リヴァー・ヴァレーの
自社畑から。瓶内二次発酵で澱とともに2年以上熟成し、デゴルジュマン
では旧樽で12ヶ月以上熟成させたリザーヴワインを添加。きめ細かい泡
とともに焼きたてのマフィンやカシスのアロマ、レモンピール、マンダリ
ンオレンジ、栗の風味が豊かに広がり、余韻はすっきりとドライ。

\3,500
発泡白 Sparkling Cuvee NV

タスマニア州コール･リヴァー･ヴァレー

シャルドネ60%/ピノ･ノワール40%　Alc.11.6%　残糖8.9g/L

Tahbilk
タービルク

ナガンビー・レイクスは内陸にありながら水が豊富で涼しい世界でも珍しい産地。
1860年ブドウを植えると同時に造られた地下貯蔵庫を今も使用。古いオーク大樽で
熟成する赤ワインは、熟成によって複雑さを備え、驚くほど長寿。1927年に遡るマル
サンヌ畑は現存する世界最古で生産量も世界一。1930年代より現オーナー。

12072 マルサンヌ S'21 フローラルでスパイシーなアロマで、柑橘やトロピカルフルーツの果実
をテンションのある酸とミネラルが支え、清涼感のある味わい。熟成とと
もにマルサンヌらしいリッチでトースティーな風味とマーマレードや蜂
蜜の特徴が現れる。タービルクは1927年からマルサンヌを栽培し、現存す
る世界最古の畑と生産規模を誇る。

［95pts & Top 100 Wines of 2021, James Halliday］

\2,100
白 Marsanne S'21

ヴィクトリア州ナガンビー･レイクス

マルサンヌ100%　Alc.12.8%　

12071 シャルドネ S'19 メロンや柑橘、ストーンフルーツの豊潤な果実をナッツやシナモンの風
味が引き立て、快活な酸が全体を爽やかにまとめている。1979年に植え付
けた樹齢約40年のブドウをフレンチオーク樽で澱とともに8ヶ月間熟成。
タービルクは世界でも数少ない、内陸の湖と川の影響を受ける産地ナガ
ンビー・レイクスに200ha以上の自社畑を所有する。

\2,400
白 Chardonnay S'19

ヴィクトリア州ナガンビー･レイクス

シャルドネ100%　Alc.12.8%　

12232 シラーズ S'18 プラム、ブラックベリーを白胡椒やスパイス、土っぽいさが複雑に彩り、
丸みのあるきめ細かいタンニンが全体をバランスよくまとめている。
1930年代に植え付けた古木を含む平均樹齢35年のブドウを155年以上使
い続けている木製の大型桶で7日間発酵後、フレンチオークとアメリカン
オーク樽で18ヶ月間熟成。［92pts The Real Review］

\3,000
赤 Shiraz S'18

ヴィクトリア州ナガンビー･レイクス

シラーズ100%　Alc.14.4%　

12231 カベルネ･ソーヴィニヨン S'18 黒い果実のアロマに黒オリーブや月桂樹、スパイスが複雑さを加え、カベ
ルネの鮮やかな果実をグリップあるタンニンが縁どり、凝縮して深みの
ある味わい。155年以上使い続けている木製の大型桶を用いた伝統的な手
法で発酵後、フレンチオークとアメリカンオーク樽で18ヶ月間熟成。カベ
ルネ・ソーヴィニヨンの畑の最古の区画は1949年に植え付け。

［91pts James Halliday］

\3,000
赤 Cabernet Sauvignon S'18

ヴィクトリア州ナガンビー･レイクス

カベルネ･ソーヴィニヨン86%/シラーズ12%/メルロ2%　
Alc.14.4%　
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Teusner
トイスナー

大手グループの不当に安いブドウ買取り価格により存続の危機にあったバロッサの
古木畑を守るため、2001年醸造家キム・トイスナーと栽培家マイケル・ペイジが興し
たワイナリー。「自分たちが飲みたいワイン」を造ることをモットーに、高樹齢のグル
ナッシュ、シラーズ、マタロなどから「バロッサらしい」ワインを生み出す。

12317 エンプレス･イーデンヴァレー･リースリング S'22 オレンジの白い花と柑橘のアロマ、自然で伸びやかな酸がピュアな果実
を引き立て、鉱物的なニュアンスがすっきりと活力ある余韻に導く。オー
ストラリア有数のリースリング銘醸地イーデン・ヴァレー、標高420mに
位置する無灌漑畑の古木ブドウから。早朝収穫したブドウのフリーラン
果汁を少量の固形物とともに低温発酵することで風味と繊細なテクス
チャーを兼ね備える。

\2,850
白 Empress Eden Valley Riesling S'22

南豪州イーデン･ヴァレー

リースリング　Alc.12.0%　残糖1.9g/L

11638 サルサ･ロゼ S'19 赤い果実の溌溂としたアロマを八角やカルダモンの風味が縁取る。イチ
ゴ、ラズベリーの果実味が軽やかに広がり、チョーキーでドライなフィ
ニッシュ。モンテプルチアーノと古木グルナッシュ、マタロをブレンド、
樽発酵によりほどよいコクと旨みを引き出している。

\2,500
ロゼ Salsa Rose S'19

南豪州バロッサ･ヴァレー

モンテプルチアーノ45%/グルナッシュ29%/マタロ26%　
Alc.12.6%　

12316 リプキー･シラーズ S'20 黒い果実の風味にスパイスが温かみを加え、柔らかなタンニンに溶け込
むモカや黒オリーブの風味が力強くも親しみやすい。バロッサ北部の高
台、エベネザー地区で長く続くブドウ栽培農家リプキー家の畑のブドウ

（樹齢20-50年）を主体にフレンチオーク旧樽で12ヶ月間熟成して造られ
る、お値打ちのバロッサ・シラーズ。

\2,950
赤 Riebke Shiraz S'20 年･↑

南豪州バロッサ･ヴァレー

シラーズ　Alc.14.8%　

11748 ジョシュア S'21 赤や黒のジューシーな果実をスパイスや肉っぽい野性的な旨みが縁取
り、コクのある完熟果実が口中を満たす。バロッサ北部の複数の畑のブド
ウを用い、2021年は樹齢100年超のグルナッシュとマタロに樹齢20年の
シラーズをブレンド、樽を使わずGMSブレンドの豊潤でスパイシーな味
わいをピュアに表現。

\3,000
赤 Joshua S'21

南豪州バロッサ･ヴァレー

グルナッシュ68%/マタロ23%/シラーズ9%　Alc.14.7%　

12191 ジェントルマン･カベルネ･ソーヴィニヨン S'21 南豪州バロッサ \2,800
赤 Gentleman Cabernet Sauvignon S'21 カベルネ･ソーヴィニヨン99%/シラーズ1%　Alc.14.3%　 年･↑

12190 アバター S'21 グルナッシュの鮮やかな赤い果実とスパイスの風味、マタロの土っぽさ
と深み、シラーズのプラムや黒い果実が豊かに調和し、凝縮した味わいを
滑らかなタンニンがまとめる。樹齢80年に及ぶ古木を含むブドウをフレ
ンチオーク旧樽で12ヶ月間熟成。「変容」を意味するアバターの名は、年に
よりブレンド比率や味わいが異なることから。

\4,200
赤 Avatar S'21

南豪州バロッサ･ヴァレー

グルナッシュ50%/マタロ30%/シラーズ20%　Alc.14.7%　

12454 アルバート･シラーズ S'19 （3月下旬入荷予定） 南豪州バロッサ･ヴァレー \6,000
赤 Albert Shiraz S'19 シラーズ　Alc.14.7%　 年･↑

The Pawn
ザ・ポーン

供給先の大手企業からブドウ買い取りを拒否された栽培醸造家トム・キーランは、小
規模生産者が大手主導の市場戦略ゲームで翻弄される状況をチェスの最下位の駒

「ポーン」になぞらえ、自社ブランド「ザ・ポーン」を設立。アデレード・ヒルズとラング
ホーン・クリークから品種特徴と冷涼気候を反映したワインを造る。

12124 グリューナー･ヴェルトリーナー S'21 柑橘の繊細なアロマをネクタリンや白胡椒が彩る。青りんごの果実はキ
リッと引き締まった酸に支えられ、ほのかなスパイスがドライでミネラ
リーなフィニッシュに導く。手摘みしたブドウは一部フレンチオーク旧
樽で自然発酵。発酵中に硫黄などの酸化防止剤は使用せず、緩やかな酸化
アプローチをとることでワインにテクスチャーを加える。2ヶ月間澱とと
もに熟成。

\3,450
白 Gruner Veltliner S'21

南豪州アデレード･ヒルズ

グリューナー･ヴェルトリーナー　Alc.12.1%　

11952 フィアーノ S'21 洋梨、オレンジの花、蜂蜜のアロマにヘーゼルナッツが香ばしい。パパイ
ヤや柑橘の豊かな果実を伸びやかな酸が引き締め、余韻はミネラリーに
ドライ。フィアーノはイタリアのカンパーニャ地方の土着品種。ラベルの
絵柄はチェスのビショップ（司祭）で、このワインがイタリアの大らかな
夏を想起させることから。

\3,200
白 Fiano S'21

南豪州ラングホーン･クリーク

フィアーノ　Alc.12.1%　

11955 サンジョヴェーゼ S'18 チェリーやクランベリーになめし皮やミネラルが重なる複雑な香り。赤
い果実の層にタンニンが軽やかに溶け込み、ドライで複雑な余韻が長く
続く。小型開口槽で自然発酵し、アメリカンオーク旧樽で9ヶ月間熟成。ラ
ベルの絵柄はナイト（騎士）で王家の守護者をイメージしたもの。

\3,200
赤 Sangiovese S'18

南豪州アデレード･ヒルズ

サンジョヴェーゼ　Alc.14.7%　

11954 テンプラニーリョ S'19 森の果実にダークチョコやスパイシーなアロマ。鮮やかな赤い果実の風
味をハーブやオリーブ、スパイスが複雑に彩り、熟成が進むにつれ、土っ
ぽいニュアンスが重なる。フレンチオーク旧樽とハンガリアンオーク新
樽で9ヶ月間熟成。2019年はアデレード・ヒルズ最高のヴィンテージの
一つ。

\3,200
赤 Tempranillo S'19

南豪州アデレード･ヒルズ

テンプラニーリョ86%/モンテプルチアーノ14%　Alc.13.5%
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TOPE Wines
トペ・ワインズ

アデレード大学でブドウ栽培･醸造とワインビジネスを学んだピーター・ワーとトム・
クリーグサウザー。世界中で経験を積んできた二人が長年の夢である、土地の個性が
味わえて、家族や友人と楽しみながら飲めるワインを造りたいと2022年にトペ・ワイ
ンズを設立。TOPEの名は、トムのTOとピーターのPEに由来。

12234 100オズモンド･リースリング S'22 ライムやレモンの皮の鮮やかな香りに桃やフローラルなアロマが伴う。
柑橘と青リンゴの果実を引き締まった酸が支え、牡蠣殻の塩っぽさ、ミネ
ラルとわずかな残糖がピュアで心地よい余韻。無灌漑単一畑、平均樹齢32
年のブドウから。100 Osmondはこのブランドを立ち上げたトムの学生時
代の住所で、共同設立者のピーターとワイン造りの夢を語り合った場所
であることから。

\3,200
白 100 Osmond Riesling S'22 新

南豪州クレア･ヴァレー

リースリング　Alc.11.2%　残糖3.9g/L

12233 P＋R･カベルネ･ソーヴィニヨン S'21 黒スグリやチェリーにココア、トマトの葉とほのかな樽が香ばしさと複
雑を加える。ブラックベリーの果実にドライハーブやオリーブのややス
モーキーな風味が伴い、きめ細かいタンニンが全体を柔らかく包み込む。
樹齢22年の無灌漑ブドウを自然発酵後、フレンチオーク樽で12ヶ月間熟
成。PとRは創立者二人の学生時代のニックネームにちなんだもの。（3ペー
ジ参照）

\3,500
赤 P+R Cabernet Sauvignon S'21 新

南豪州クレア･ヴァレー

カベルネ･ソーヴィニヨン　Alc.13.2%　

Voyager Estate
ボエジャー・エステート

酒類は嗜まないものの栽培に多大な関心を持つ大富豪マイケル・ライトは1991年、
ルーウィン・エステートに隣接する1978年植樹の畑を買収し、以降、緻密な土壌調査
に基づき畑を拡張。栽培にも細心の注意を払いオーガニック栽培を徹底する。細部へ
のこだわりにより建設が大幅に遅れたセラードアは高評価のレストランを併設。

12456 コースタル･シャルドネ S'22 （3月下旬入荷予定） 西豪州マーガレット･リヴァー \3,300
白 Coastal Chardonnay S'22 シャルドネ100%　Alc.12.7%　 年

12284 ガート･バイ･シー･カベルネ･メルロ S'20 赤、青、黒のベリーのアロマにローリエやシダが香り、ほどよいボリュー
ムの果実に溶け込むタンニンが全体をしなやかに支える。果実は除梗後、
破砕せずにコンクリート発酵槽で発酵、フレンチオーク樽で12ヶ月間熟
成。「ガート・バイ・シー（海に囲まれた）」の名は、インド洋沿岸にほど近い
畑のブドウから造られることにちなむ。

\3,300
赤 Girt By Sea Cabernet Merlot S'20

西豪州マーガレット･リヴァー

カベルネ･ソーヴィニヨン68%/メルロ30%/マルベック1%/
カベルネ･フラン1%　Alc.14.2%　

11950 シュナン･ブラン S'21 ゴールデンキウィ、柑橘、桃が華やかに香り、フローラルでスパイシー。フ
レッシュな果実味としなやかな酸、複雑な旨みがバランスがよく口中を
満たす。マーガレット・リヴァーで最も古いシュナン・ブランの畑（一部
は1978年植え付け、有機栽培）のブドウを低温発酵し、澱とともに5週間
熟成。

\2,500
白 Chenin Blanc S'21

西豪州マーガレット･リヴァー

シュナン･ブラン100%　Alc.13.7%　

12282 シャルドネ S'20 弾けるようなグレープフルーツ、ネクタリンのアロマに樽の風味が香ば
しい。レモンやグレープフルーツの皮、核果のふくよかで活力ある果実が
重層的に舌を覆い、余韻に伴うクリーンなミネラルが全体を優雅にまと
める。手摘みブドウを全房圧搾しフレンチオーク樽で自然発酵、定期的に
オリを撹拌しながら9ヶ月間熟成。

\5,200
白 Chardonnay S'20

西豪州マーガレット･リヴァー

シャルドネ100%　Alc.13.8%　

11688 ロゼ S'20 イチゴやラズベリーの軽快なアロマに夏のベリーを思わせるジューシー
な果実と酸が爽やかで、華やかさとテクスチャーの複雑さを兼ね備えた
汎用性の高いロゼ。テンプラニーリョ主体のフリーラン果汁にヴィオニ
エの果汁を合わせて発酵、ステンレス槽で澱とともに2ヶ月間熟成。

\2,600
ロゼ Rose S'20

西豪州マーガレット･リヴァー

テンプラニーリョ73%/シラーズ17%/グルナッシュ6%/
ヴィオニエ4%　Alc.12.7%　

12285 シラーズ S'18 西豪州マーガレット･リヴァー \4,200
赤 Shiraz S'18 シラーズ99%/ヴィオニエ1%   Alc.14.0% 年･↑

Warramate
ワラメイト

ヤラ・イエリングが設立された翌年の1970年、隣接する北向き斜面に拓かれた畑で、
長年、無灌漑で丁寧に手入れをされる｡2011年にヤラ・イエリングが取得後も、ヤラ・
イエリングとは別に、ワラメイト・ワインとしてその特徴をヤラ・イエリング醸造家サ
ラ・クロウが表現する｡

12117 シャルドネ S'21 フレッシュなグレープフルーツやメロンの風味を冷涼年を反映した牡蠣
殻のミネラルと明るい酸が引き締める。樽発酵およびマロラクティック
発酵によって厚みと質感を引き出し、長い余韻は爽やか。ヤラ・イエリン
グに隣接する北向き斜面、無灌漑畑のブドウを全房圧搾。固形果実が少量
残る果汁をフレンチオーク樽発酵、9ヶ月間熟成。

\4,500
白 Chardonnay S'21 年･↑

ヴィクトリア州ヤラ･ヴァレー

シャルドネ　Alc.12.3%　

12444 ピノ･ノワール S'22 （3月下旬入荷予定） ヴィクトリア州ヤラ･ヴァレー \4,500
赤 Pinot Noir S'22 ピノ･ノワール　Alc.13.0%　 年
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12115 シラー S'20 スミレ、夏のベリー・コンポートの華やかなアロマに甘草のニュアンス。
冷涼気候を反映したエレガントなスタイルで、タンニンのグリップが長
い余韻を締めくくる。無灌漑畑のブドウの一部は樹齢50年超。除梗した果
実の多くは破砕せずに600kgの発酵槽で発酵、除梗した茎の一部を沈め風
味を引き出す。フレンチオーク小樽（新樽10%）で15ヶ月間熟成。

\4,500
赤 Syrah S'20 年･↑

ヴィクトリア州ヤラ･ヴァレー

シラー　Alc.13.4%　

12445 カベルネ･メルロ･マルベック S'21 （3月下旬入荷予定） ヴィクトリア州ヤラ･ヴァレー \4,500
赤 Cabernet Merlot Malbec S'21 カベルネ･ソーヴィニヨン60%/メルロ25%/マルベック15%   Alc.13.5% 新

Yarra Yering
ヤラ・イエリング

フィロキセラ後のヤラ・ヴァレー復活のパイオニア、ベイリー・カローダス博士が
1969年に設立したスーパー・プレミアム・ワイナリー。博士の栽培・醸造での細部への
こだわりは、2013年より新醸造家サラ・クロウ（2017年ワイン・メーカー・オブ・ザ・イ
ヤー）に引き継がれる。

11114 ドライ･ホワイトNo.1 S'17 新鮮なグレープフルーツや桃が心地よく香り、もぎたてのリンゴや豊潤
なストーンフルーツの果実に柑橘や生姜の風味がアクセントを添え、厚
みのある口当たりとしっかりしたテクスチャーで舌を覆う。ブドウは
100％樽発酵で、セミヨンは破砕前にスキンコンタクトを行う。フレンチ
オーク旧樽で熟成。［93pts James Halliday］

\9,800
白 Dry White No.1 S'17

ヴィクトリア州ヤラ･ヴァレー

セミヨン75%/シャルドネ25%　Alc.11.9%　

12118 シャルドネ S'20 ホワイトネクタリンや柑橘に牡蠣殻とほのかなオークの香り。活力ある
青リンゴやグレープフルーツの果実と冷涼年らしい明るく優雅な酸、き
め細かいタンニンが骨太な骨格のもと見事に調和。ヤラ・ヴァレーで最も
古いシャルドネの区画（1969年植え付け）と2012年に植えた区画のブド
ウを手摘みして全房圧搾、フレンチオーク樽（新樽30%）で自然発酵、MLF
せず10ヶ月間熟成。

\10,500
白 Chardonnay S'20

ヴィクトリア州ヤラ･ヴァレー

シャルドネ　Alc.12.6%　

11115 ピノ･ノワール S'17 スミレのアロマにチェリーとアニスの風味が混じり、絹のような滑らか
なチェリーの果実が口内を覆う。上品さと繊細なタンニンのストラク
チュアが合わさり、ミディアムボディでありながら力強く、最初のグラス
から美味しさが提供される。1969年に植え付けた古木のブドウから造ら
れる。［96pts The Real Review］

\9,800
赤 Pinot Noir S'17

ヴィクトリア州ヤラ･ヴァレー

ピノ･ノワール　Alc.13.4%　

12119 アンダーヒル･シラーズ '16 ヴィクトリア州ヤラ･ヴァレー \10,500
赤 Underhill Shiraz '16 シラーズ　Alc.13.9%　 年

11804 ドライ･レッドNo.2 '17 スミレ、プラムのアロマにタバコやカルダモンが溶け込み、果梗のニュア
ンスとしっかりしたタンニンが凝縮した旨みを引き立てる。樹齢50年超
のシラーズにマタロを加える他、ヴィオニエやマルサンヌと混醸するこ
とで豊潤さが強調されるとともに複雑さと優雅さを備える。手摘みした
ブドウを除梗し、破砕せずに500L開口槽で発酵。フレンチオーク小樽（新
樽30%）で12ヶ月間熟成。［99pts James Halliday］

\9,800
赤 Dry Red No.2 '17

ヴィクトリア州ヤラ･ヴァレー

シラーズ95%/マタロ3%/ヴィオニエ1%/マルサンヌ1%　
Alc.13.5%　

11803 ドライ･レッドNo.1 '17 力強い果実を貫く鮮やかな酸とタンニンが全体を抑制的にまとめ、今後
の進化を予感させるパワーと気品が美しい均衡をなす。手摘みブドウを
カベルネは除梗、他3品種は全房のまま500Lの開口式発酵槽でそれぞれ発
酵、フレンチオーク小樽（新樽40％）で15ヶ月間熟成。1969年設立時、No.1
の区画に植えたカベルネから造ったことから命名。

［98pts James Halliday］

\10,500
赤 Dry Red No.1 '17

ヴィクトリア州ヤラ･ヴァレー

カベルネ･ソーヴィニヨン70%/メルロ18%/マルベック8%/
プティヴェルド4%　Alc.13.6%　

11805 ドライ･レッドNo.3 S'17 ラベンダーや桑の実、カルダモンなどのスパイスとハーブが鮮やかに香
り、力強く深みのある果実に伴う香ばしさと引き締まった酸が清らかで
長い余韻に導く。1990年に一つの畑に植え付けたポルトガル6品種を手摘
みして除梗、ブドウ粒を破砕せずに混醸したフィールド・ブレンド。最初
の圧搾は足踏みで行ない、古いオーク樽で10ヶ月間熟成。

［94pts James Suckling］

\9,800
赤 Dry Red No.3 S'17

ヴィクトリア州ヤラ･ヴァレー

トウリガ･ナショナル45%/ティント･カォン28%/
ティンタ･ロリス9%/ティンタ･アマレーラ7%/
アルヴァレリャン7%/ソウサォン(ヴィニャン)4%　Alc.13.1%

3586 ポートソーツ '00 オーストラリアのポートにはシラーズやグルナッシュが用いられること
が多いが、ここでは本場ポルトガルのドウロ地方と同じティンタ・ロリ
ス、トゥーリガ・ナショナル､トゥーリガ・フランセーザなど6、7種類の品
種を栽培しブレンドしている。上品な香りとシルキーな舌触りはさすが
ヤラ・イエリング。まだアルコールと果実味や酸味が一体化していない
が、上質なグラッパ、スミレ、ナッツ、レーズン、黒糖、スパイスなど複雑な
香りがある。20年以上の熟成が期待できる。［92pts The Wine Advocate］

\12,500
赤極甘 Portsorts '00

ヴィクトリア州ヤラ･ヴァレー

トウリガ･ナショナル45%/ティント･カォン45%/
ティンタ･ロリス/ティンタ･アマレーラ/アルヴァレリャン/
ソウサォン(ヴィニャン)　Alc.21.5%　残糖58.2g/L

Yellowglen
イエローグレン

オーストラリア唯一のスパークリング専門メーカー。おしゃれなデイリー・スパーク
リングから瓶内二次発酵した本格的味わいのものまで、さまざまなスタイルのスパー
クリングを造る。ホワイト、イエロー、ピンク、レッドが揃ったカラーシリーズは特に
人気。

4112 イエロー･ピッコロ (200ml) S'NV サウス･イースタン･オーストラリア \600
発泡白 Yellow Piccolos (200ml) S'NV シャルドネ72%/ピノ･ノワール25%/その他3%　Alc.10.6%　残糖11.3g/L
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4111 ピンク･ピッコロ (200ml) S'NV サウス･イースタン･オーストラリア \600
発泡ロゼ Pink Piccolos (200ml) S'NV シャルドネ80%/ピノ･ノワール20%　Alc.10.8%　残糖22.2g/L

9347 ホワイト･スイート･モスカート NV 淡いレモン色で、ブドウ、スパイス、ムスクの香り。柔らかい舌触りで、爽
やかなレモンの風味により後味はクリーンでスッキリ。繊細な酸味と低
アルコール(7.5%)で、フルーティーな飲み心地が特徴です。

［Gold, SAKURA Japan Women's Wine Award 2015］

\1,750
発泡白 White Sweet Moscato NV

サウス･イースタン･オーストラリア

マスカット　Alc.7.2%　残糖70.6g/L

3013 イエロー･ブリュット･キュヴェ NV クリーミーな泡立ち。メロン、パイナップル、シトラスなどの果実風味が
豊かで、ほのかにトースト、バター、ナッツなどのニュアンス。セミ・ドラ
イ程度のやさしい辛口。オーストラリア南東部数ヶ所の畑で栽培された
シャルドネを使用。雑味のないクリーンな味わいと爽やかな酸味が魅力。

\1,750
発泡白 Yellow Brut Cuvee NV

サウス･イースタン･オーストラリア

シャルドネ72%/ピノ･ノワール25%/その他3%　Alc.11.0%　
残糖13.9g/L

3880 ピンク･ソフト･ロゼ NV ヴィヴィッドな淡いピンク色が魅力のスパークリング。やや甘口で酸味
は穏やか。気楽にサンドイッチやクラッカーと楽しむのもよし、エスニッ
ク料理やオードブル、鍋料理まで幅広く料理と一緒に楽しむのもよし。ピ
ノ・ノワールのイチゴの香りと、シャルドネのシトラス風味が楽しめる。
ブドウはオーストラリア南東部数ヶ所の畑で栽培されたものをブレン
ド。［5 stars The Wine Kingdom Blind Tasting Vol.128］

\1,750
発泡ロゼ Pink Soft Rose NV

サウス･イースタン･オーストラリア

シャルドネ80%/ピノ･ノワール20%　Alc.10.9%　残糖23.1g/L

2630 レッド･スパークリング NV 赤ワインでスパークリングをつくるのはオーストラリア独特。ラズベ
リー、プラムなどの風味に微かなチョコレートのタッチを感じる。スムー
スでクリーミーな口当たりとしっかりしたフィニッシュ。中華料理など
に良い相性。

\1,750
発泡赤 Red Sparkling NV

サウス･イースタン･オーストラリア

シラーズ80%/他カベルネ･ソーヴィニヨン/シャルドネ等　
Alc.13.2%　残糖33.36g/L

12158 ピンク･モスカート･オーキッド･ラベル '21 淡いピンク色で、ローズウォーターやトルコの砂糖菓子の甘い香りがエ
キゾチックに広がる。繊細なホワイトムスクの風味を伴ってフレッシュ
な果実がジューシーに口中を満たし、余韻はキリッと清涼。ボトルには
オーキッドの花が描かれている。

\2,300
発泡ロゼ Pink Moscato Botanics Series '21

サウス･イースタン･オーストラリア

マスカット/フロンティニャック　Alc.7.5%　残糖64.9g/L

Yering Station
イエリング・ステーション

1900年パリ万博のグランプリ受賞ワインを生むもフィロキセラにより衰退。変遷を
経て、1996年より現オーナー。バランス・品種特性・ストラクチャーなどにヤラ・ヴァ
レーの特徴を持つ香り高くエレガントなワインを目指す。畑を見渡すレストランや近
代的なセラードアはワイン・ツーリズムで高い評価。

12188 リトル･イエリング･シャルドネ S'21 マイヤーレモン、白桃、カスタード・アップルの香り。滑らかな口当たりと
ともにストーンフルーツのジューシーな果実と溌溂とした柑橘の風味
がスムーズに広がり、親しみやすい味わい。平均樹齢15-25年のブドウを
20％は樽発酵、500Lのフレンチオーク旧樽で5ヶ月間熟成。

\2,200
白 Little Yering Chardonnay S'21

ヴィクトリア州

シャルドネ100%　Alc.13.0%　

12189 リトル･イエリング･ピノ･ノワール S'21 チェリーやイチゴにほのかなスパイスが混じり、豊潤でピュアな赤い果
実の風味が滑らかに舌を覆う。樹齢15-25年のブドウをステンレス槽発
酵・熟成（樽不使用）。ヤラ・ヴァレーに広大な畑を所有するイエリング・ス
テーションのコストパフォーマンスに優れたピノ・ノワール。

［92pts Ray Jordan WA Top 100 Reds］

\2,600
赤 Little Yering Pinot Noir S'21 年･↑

ヴィクトリア州

ピノ･ノワール88%/メルロ9%/シラーズ3%　Alc.13.2%　

11636 リトル･イエリング･シラーズ S'18 プラムやチョコレートのアロマに五香粉が香り、スパイシーでエキゾ
チック。シルキーな舌触りとともにブルーベリージャムやダークフルー
ツの充実した果実味が力強く広がり、アニスや杉の風味が味わいを引き
締める。フレンチオーク樽（旧樽100％）で12ヶ月間熟成。

［92pts The Wine Front］

\2,180
赤 Little Yering Shiraz S'18

ヴィクトリア州ヤラ･ヴァレー

シラーズ100%　Alc.14.3%　

11415 ヴィラージュ･シャルドネ S'18 白桃や洋ナシの果実に瑞々しい柑橘のアロマ。滑らかなテクスチャーで
広がるストーンフルーツとかすかなバニラの風味を伸びやかな酸がまと
め、ミネラリーでドライなフィニッシュに導く。平均樹齢25年のブドウを
手摘みし全房圧搾、フレンチオークのパンチョン樽（500L）で発酵後、11ヶ
月間熟成（新樽28％）。

\3,200
白 Village Chardonnay S'18

ヴィクトリア州ヤラ･ヴァレー

シャルドネ100%　Alc.12.5%　

12362 ヴィラージュ･ピノ･ノワール S'21 鮮やかなチェリーや赤いベリーのピュアな香りにスパイスのタッチ。
きめ細かいタンニンに覆われたラズベリーとチェリーの明るい果実を
ジューシーな酸がバランスよく支え、快活さと優雅さを兼ね備えている。
手摘みブドウをフレンチオーク大樽で10ヶ月間熟成。

［90pts James Halliday］

\3,200
赤 Village Pinot Noir S'21 年

ヴィクトリア州ヤラ･ヴァレー

ピノ･ノワール100%　Alc.12.9%　
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12363 ヴィラージュ･シラーズ S'18 黒い果実と甘草、チョコレートやベーキングスパイスの風味が香ばしく
ふくよかに広がり、緻密なタンニンと持続的な酸が心地よく長い余韻に
導く。シラーズにわずかにヴィオニエをブレンド、フレンチオーク樽で
18ヶ月間熟成。

\3,200
赤 Village Shiraz S'18 年

ヴィクトリア州ヤラ･ヴァレー

シラーズ98.3%/ヴィオニエ1.7%　Alc.14.4%　

ニュージーランド

Ata Rangi
アタ・ランギ

マオリの言葉で「新しい始まり」、「夜明けの空」を意味するアタ・ランギは、マーティン
ボローのパイオニア生産者のひとつ。深みのある優雅で洗練されたピノ・ノワールが
世界的評価を確立。ニュージーランドトップ5の最初に挙げられる蔵元。

12240 テ･ワ･ソーヴィニヨン･ブラン S'20 柑橘の白い花、焼きリンゴ、オレンジやアニスのアロマで、凝縮感のある
果実味はあくまでも純粋。15%を果皮浸漬、40％を樽で自然発酵すること
で豊かなテクスチャーとともに香ばしいビスケットやスパイスの風味が
引き出され、長く複雑な余韻に続く。「テ・ワ」はマオリ語で「時と場所」を
意味する。

\3,350
白 Te Wa Sauvignon Blanc S'20

マーティンボロー

ソーヴィニヨン･ブラン　Alc.12.7%　

12133 ロゼ S'21 桃やブラッドオレンジにザクロやピンクペッパーのアロマが混じり、華
やかに快活。ネクタリンやスイカのジューシーな果実に生ハムを思わせ
る風味が加わり、鮮やかな酸が食事との相性を高める。2020年は赤4品種
をブレンド。ブドウはマーティンボローの自社畑を主体にすべてワイラ
ラパ地区の畑から。［94pts WineOrbit］

\3,000
ロゼ Rose S'21

ワイララパ

メルロ/カベルネ･フラン/シラー/ピノ･ノワール　Alc.13.1%
　

12132 クリムゾン･ピノ･ノワール S'20 タイムやローズマリーのハーブにブラックカルダモンなどスパイスが複
雑に香り高く、活力ある赤い果実をシナモンや杉の香りが穏やかに包み
込む。手摘みした有機栽培ブドウを自然発酵（10%全房）し、フレンチオー
ク樽で10ヶ月間熟成。2020年は特にバランス良く生育し、充実した果実味
が特徴的。［94pts Cam Douglas MS］

\4,200
赤 Crimson Pinot Noir S'20

マーティンボロー

ピノ･ノワール　Alc.13.8%　

12131 クリムゾン･ピノ･ノワール (375ml) S'20 マーティンボロー \2,350
赤 Crimson Pinot Noir (375ml) S'20 ピノ･ノワール　Alc.13.8%　 年･↑

12241 セレブレ S'20 スターアニスやシナモンのスパイスとプラムやスミレの香り。アタック
は軽やかで、複雑さと凝縮感のある果実味がジューシーに口中を満たし、
エネルギーに満ちた味わい。先に収穫したシラーは発酵期間を短く切り
上げ、明るく華やかな風味を残し、100%全房発酵のカベルネ・フランが優
雅さを加える。フレンチオーク樽で22ヶ月間熟成。

［95pts Cam Douglas, MA］

\5,600
赤 Celebre S'20 年･↑

マーティンボロー

メルロ46%/シラー38%/マルベック9%/カベルネ･フラン7%
Alc.13.5%　

12239 ピノ･ノワール S'19 完熟したラズベリー、赤いバラ、アニスやダークチェリーの芳醇なアロマ
にドライ・ポルチーニやフレッシュハーブが複雑かつ華やかに香る。力強
い果実味とフレッシュで繊細な風味が調和、きめ細かいタンニンが優雅
さを引き立てる。80年代設立当初に植え付けた最も古い区画のブドウの
みを35％は全房で自然発酵し、フレンチオーク樽（新樽35%）で計17ヶ月
間熟成。［98pts James Suckling］

\12,000
赤 Pinot Noir S'19 年･↑

マーティンボロー

ピノ･ノワール　Alc.13.5%　

11977 マクローン･ヴィンヤード･ピノ･ノワール S'18 2018年はアロマティックなヴィンテージで、フローラルなスミレやレッ
ドチェリーにフェンネル、ローズマリーがニュアンスを加える。活力ある
赤い果実をしなやかなストラクチャーが優雅に支え、高揚感のある長い
余韻が続く。粘土質が特徴の単一畑ブドウを40％全房発酵、フレンチオー
ク樽で11ヶ月間熟成。

\9,500
赤 McCrone Vineyard Pinot Noir S'18

マーティンボロー

ピノ･ノワール　Alc.13.3%　

Catalina Sounds
カタリナ・サウンズ

マールボロのサザーン・ヴァレーズの銘醸地ワイホパイ・ヴァレーに2005年より植
樹。自社畑サウンズ・オブ・ホワイトとワイラウ・ヴァレーの買いブドウから手頃な価
格でバランスのよい高品質ワインを手掛ける。海岸線が入り組んだマールボロ・サウ
ンズ上空を飛行艇カタリナが飛ぶラベル。

12237 ソーヴィニヨン･ブラン S'22 柑橘のジャム、エルダーフラワーのアロマにトロピカルフルーツやハラ
ペーニョが豊かな風味。繊細なテクスチャーのもと果実味が凝縮感とと
もに口中に広がり、きりっとしたミネラルのニュアンスが余韻を引き締
める。ブドウは畑およびブロックごとに圧搾、低温発酵し、6-8週間熟成。

\3,100
白 Sauvignon Blanc S'22 年･↑

マールボロ

ソーヴィニヨン･ブラン100%　Alc.12.8%　

12236 ピノ･ノワール S'21 ジューシーなレッドチェリーに柔らかな酸ときめ細かくチョーキーなタ
ンニンが調和した品のよいミディアムボディ。グラスに注いで少し置く
と青い果実に続いて、赤の果実とシナモンの風味が香ばしく立ち上る。3
つの畑のブドウをブレンド、フレンチオーク樽（新樽10％）で10ヶ月間熟
成。2021年マールボロは春先の天候により全域で低収量となった。

\4,200
赤 Pinot Noir S'21

マールボロ

ピノ･ノワール100%　Alc.12.8%　
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Earth's End 
アース・エンド

セントラル・オタゴ、マウント・エドワードのダンカン・フォーサイスが手掛けるブラ
ンド。バノックバーン地区のピノ・ノワールからピュアで、フレッシュな果実を表現。
ラベルにはマオリ族の神聖な踊り「ハカ」の1つである「カマテ」が図解されている。

12406 ピノ･ノワール S'21 セントラル･オタゴ \4,500
赤 Pinot Noir S'21 ピノ･ノワール100%　Alc.14.2%　 年･↑

Felton Road
フェルトン・ロード

初リリースの1997年ピノ・ノワールでセントラル・オタゴに世界の注目を集めたパイ
オニア。早期よりバイオダイナミック農法、重力に配慮した醸造所設計、天然酵母によ
る発酵など、人的介入を最小限に抑える手法でニュージーランドTOP”5”に列する。

11882 リースリング･バノックバーン S'21 柑橘やストーンフルーツが幾重にも重なる繊細なアロマ、樹上で完熟し
た桃の果実が純粋に口中を満たし、自然の酸が全体をすっきりと引き締
める。低アルコール度のもとピュアな果実と快活で豊かな風味が美しく
調和するオフドライ・スタイル。エルムズ・ヴィンヤードブロック2と4の
樹齢約30年のブドウを手摘みして4週間自然発酵、酸とアルコール、残糖
のバランスを見て発酵を止める。［96pts The Real Review］

\4,300
白 Riesling Bannockburn S'21

セントラル･オタゴ

リースリング　Alc.9.4%　残糖64g/L

10545 リースリング･ブロック1 S'17 ネクタリンとアプリコットのエキゾチックなアロマで、ストーンフルー
ツのきめ細やかなテクスチュアが舌に感じる残糖の甘さを隠すように広
がる。深く、密度の濃いブロック1の土壌によってもたらされる凝縮度と
質感は活気に満ち、鮮やかな酸がフィニッシュの重量感を支えている。
2017年は4月20日に摘み取られ、残糖分63g/Lとなった。

\6,500
白 Riesling Block 1 S'17

セントラル･オタゴ

リースリング　Alc.8.8%　残糖62.6g/L

11885 ドライ･リースリング S'21 白い花、洋梨やきゅうり、レモンの皮のアロマに砕いた石のニュアンスが
重なる。輪郭のはっきりした表情豊かなドライリースリングで、果実の力
強さと深み、テンションのある酸が調和し、立体感を伴って口中を満た
す。シスト（片岩）土壌のエルムズ・ヴィンヤードで4月中旬に手摘みした
ブドウを8週間かけて自然発酵し、9月初旬の瓶詰めまで澱とともに熟成。
無濾過・無清澄。［96pts The Real Review］

\4,300
白 Dry Riesling S'21

セントラル･オタゴ

リースリング　Alc.12.5%　残糖4.92g/L

9711 シャルドネ･バノックバーン S'14 柑橘の花、グレープフルーツの皮にほのかなヘーゼルナッツの風味が香
り立つ。リッチな口当たりとは対象的に、多くの風味が途切れなく続き、
ほのかな新樽のフレイヴァーが漂う。塩っぽく、溌剌とした柑橘系の酸が
火打ち石のニュアンスと混じり、チョーク質的なフィニッシュへ導かれ、
優雅さを纏っている。［92pts Wine Enthusiast］（4ページ参照）

\7,000
白 Chardonnay Bannockburn S'14

セントラル･オタゴ

シャルドネ100%　Alc.14.3%　

11272 シャルドネ･ブロック2 S'18 白い花、繊細な桃、柑橘の果実がほのかに香り、複雑さはなく、純粋なバラ
ンスのよさがアロマから感じ取れる。口内でナッツと複雑な風味がシリ
アスな調和的なまとまりの中で広がり、ブロック2の啓示的な透明性が表
現されている。ブロック2は樹齢26年を迎え、ワインにシスト土壌由来の
豊かなミネラルを感じる。［96pts Gourmet Traveller Wine］

\7,300
白 Chardonnay Block 2 S'18

セントラル･オタゴ

シャルドネ　Alc.13.9%　

11273 シャルドネ･ブロック6 S'18 エルダーフラワーやスイカズラの明るいアロマで、香りから石と冷たい
空気を連想する。繊細でミネラル感のあるブロック2と比べ、北向きの斜
面に高い位置にあるブロック6は熟度が高く、口内で風味が長く残り、グ
レープフルーツの芯と柿の風味が力強く広がる。 広範かつきめ細かく構
成され、畑の特徴が明確に表現されている。

\7,300
白 Chardonnay Block 6 S'18

セントラル･オタゴ

シャルドネ　Alc.13.8%　

11771 ピノ･ノワール･バノックバーン S'20 明るいベリーに野ばらや雨上がりの秋の森のアロマ。シルキーなタンニ
ンが豊潤な果実を絶妙にまとめ、複雑で持続的な余韻に導く。バイオダイ
ナミック栽培の4つの自社畑ブドウを手摘みし自然発酵（20％全房）、フレ
ンチオーク樽で13ヶ月間熟成。2020年は通年で気温が低く、3月はこれま
でで最も冷涼。ハングタイムが長く、果実は凝縮した風味と生き生きとし
た酸味を備えている。［92pts James Suckling］

\7,600
赤 Pinot Noir Bannockburn S'20

セントラル･オタゴ

ピノ･ノワール　Alc.13.9%　

11887 ピノ･ノワール･カルヴァート S'20 カルヴァートに特徴的な華やかでフローラルなアロマは、ダークチェ
リー、プラム、オールスパイスに支えられ、緻密で滑らかなタンニンとし
なやかに一貫した骨格が優美なフィネスとなる。バイオダイナミック栽
培の単一畑で手摘みしたブドウを自然発酵（25%全房）、フレンチオーク
樽で17ヶ月間熟成（新樽30%）。冷涼なヴィンテージでカルヴァート・ピ
ノ・ノワールの収穫は4月上旬。［95pts The Real Review］

\9,200
赤 Pinot Noir Calvert S'20

セントラル･オタゴ

ピノ･ノワール　Alc.14.0%　

11773 ピノ･ノワール･コーニッシュ･ポイント S'20 ラベンダー、スミレのフローラル香にプラム、クローヴ、ダークチョコが
ほのかに混じる。コーニッシュ・ポイントらしい深みのある黒い果実は微
かなスパイスやサンダルウッド、モカの風味をまとい、洗練されたテクス
チャーを備える。バイオダイナミック栽培の単一畑で手摘みしたブドウ
を自然発酵（20%全房）、フレンチオーク樽で13ヶ月間熟成（新樽30%）。
2020年のこの畑の収穫は3月下旬。［95pts James Suckling］

\9,200
赤 Pinot Noir Cornish Point S'20

セントラル･オタゴ

ピノ･ノワール　Alc.14.3%　
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Lawson's Dry Hills
ローソンズ・ドライヒルズ

栽培農家ローソン夫妻とレストラン・オーナーティム・エヴィルが1992年にマールボ
ロに興したワイナリー。マールボロの各サブリージョンを網羅する120haの畑は半分
が自社畑。名実共にマールボロを代表するワイナリー。ローソンの夫妻の死去・引退に
より、現在ティム・エヴィル夫妻が経営。

12243 ソーヴィニヨン･ブラン S'22 新鮮なハーブとレモンや熟したトロピカルフルーツが重なり、マールボ
ロ・ソーヴィニヨン・ブランらしい特徴を持ち合わせる。凝縮した果実味
と鮮やかな酸が口中にバランスよく広がり、フィニッシュはすっきりド
ライ。11℃～13℃の低温で3週間かけて発酵（4％は旧樽で自然発酵）し、澱
を攪拌しながら3ヶ月間熟成。

\2,600
白 Sauvignon Blanc S'22 年･↑

マールボロ

ソーヴィニヨン･ブラン100%　Alc.12.8%　

12242 ゲヴュルツトラミネール S'20 柑橘のアロマとともに春の花や白桃が華やかに香り、ストーンフルーツ
やハチミツの豊潤な味わいを快活な酸がバランスよく引き締め、フィ
ニッシュは爽快。樹齢20-35年の単一畑ブドウを丁寧に圧搾し、フリーラ
ン果汁はステンレス槽で低温発酵、澱とともに5ヶ月間熟成。

\2,650
白 Gewurztraminer S'20

マールボロ

ゲヴュルツトラミネール　Alc.13.8%　

11870 ピンク･ピノ S'21 ベリーや白い花がフレッシュに香り、豊潤な果実を清らかな酸とほのか
なミネラルが縁取る辛口ロゼ。海岸からほど近い砂利質土壌で栽培され
るミネラル感豊かなピノ・ノワールにアロマティック白3品種をブレンド
し、風味とテクスチャーを加えている。ラベルのモチーフは曼荼羅。

\2,500
ロゼ Pink Pinot S'21

マールボロ

ピノ･ノワール67%/ピノ･グリ21%/
ソーヴィニヨン･ブラン6%/リースリング6%　Alc.12.5%　

11873 白ラベル･ピノ･ノワール S'19 フレッシュで豊潤な赤い果実をオーク由来の香ばしさが縁どる。厚みの
ある口当たりの中に溌剌とした明るさがあり、清らかな余韻に続く。マー
ルボロ南部の3つの畑のブドウをフレンチオーク樽（新樽5%）で10ヶ月間
熟成。

\2,650
赤 White Label Pinot Noir S'19

マールボロ

ピノ･ノワール100%　Alc.13.5%　

12244 リザーヴ･ソーヴィニヨン･ブラン S'22 パッションフルーツや柑橘、メロンにハーブとフローラル香が伴う。瑞々
しく新鮮な果実味に樽由来の風味が厚みを加え、余韻はミネラリー。複数
畑の樹齢10-18年のブドウを10%は樽で自然発酵、90％はステンレス槽で
低温発酵後、澱を攪拌しながら4ヶ月間熟成。

\2,800
白 Reserve Sauvignon Blanc S'22

マールボロ

ソーヴィニヨン･ブラン100%　Alc.12.9%　

11871 リザーヴ･ピノ･グリ S'20 レモンや蜂蜜とスイカズラの芳醇なアロマ。レモンの風味を核にリンゴ
や洋梨の豊かな果実が滑らかに調和、柑橘の爽やかな酸を伴ってまとま
りのある余韻に続く。発酵後、ステンレスタンクで澱とともに熟成し、ほ
どよいボディと豊かなストラクチャーを加えている。

\2,800
白 Reserve Pinot Gris S'20

マールボロ

ピノ･グリ97%/ゲヴュルツトラミネール3%　Alc.12.9%　
残糖5.97g/L

11735 リザーヴ･シャルドネ S'20 レモンの皮や蜜ろうに、オーク樽由来の香ばしくスモーキーな香りが豊
かに混じる。柑橘の果実にバタートーストの風味、穏やかな酸がまろやか
に調和し、適度なふくよかさとエレガントさを兼ね備えたシャルドネ。
自然発酵したブドウをフレンチオーク樽で10ヶ月間熟成（新樽22%）。

［95+pts Cameron Douglass MS］

\3,200
白 Reserve Chardonnay S'20

マールボロ

シャルドネ100%　Alc.14.2%　

12405 リザーヴ･ピノ･ノワール S'19 赤や黒のベリーやチェリーのアロマにほのかな香ばしさとバニラの香
り。明るいチェリーやベリーが適度なボリューム感のもと滑らかに広が
り、力強さと優雅さを兼ね備えた心地よい余韻が長く続く。2つの畑のブ
ドウをフレンチオーク樽（新樽25％）で10ヶ月間熟成。

\3,750
赤 Reserve Pinot Noir S'19 年･↑

マールボロ

ピノ･ノワール100%　Alc.13.3%　

Leveret
レヴレット

レヴレットは、フランス語で野ウサギを意味し、ロゴに描かれた3匹は畑、醸造、流通と
いうワイナリーの3つの柱を象徴。またこれは、スーパープレミアムワイン「コニーリ
オ（ウサギ）」の流れを汲むブランドの証。ホークス・ベイの良質ブドウからスティルワ
インと瓶内二次発酵のスパークリングを造る。

9509 IQ･プレミアム･ブリュット･メトード･トラディショネル NV ホークス・ベイ形成に大きな影響を与えたナルロロ川上流の水捌けのよ
い土壌と冷涼な気候がもたらすスパークリング。きめ細かく爽やかな泡
立ちで、ナッツ、イースト、マッシュルームの複雑なアロマ、シトラス、
ピーチなどの上品な果実と充実した質感。ピノ・ノワールが半分とシャル
ドネに少量のピノ・ムニエとバランスよいアッサンブラージュ。

\3,500
発泡白 IQ Premium Brut Methode Traditionnelle NV

ホークス・ベイ

ピノ･ノワール64%/シャルドネ22%/ピノ･ムニエ14%　
Alc.11.8%　残糖7.40g/L

11876 IQ3･メトード･トラディショネル NV 繊細な泡立ちにバニラやアーモンド、麦わらが豊かに香り、口当たりはき
わめて滑らか。ベースワインは、ナルロロ川流域の2つの自社畑シャルド
ネをマロラクティック発酵後ブレンドし、12ヶ月間澱とともに熟成。IQ3
の名は、瓶内二次発酵後、最低3年の長期瓶内熟成を経ることから。澱とと
もに長期熟成することで、リッチで複雑な風味を備える。

\4,000
発泡白 IQ3 Methode Traditionnelle NV

ホークス・ベイ

シャルドネ100%　Alc.12.7%　残糖9.00g/L
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11877 IQ7･メトード･トラディショネル NV きめ細かい泡立ちとともに天然酵母パンやナッツが香ばしく、複雑な旨
みのある余韻が長く続く。マールボロとホークスベイの自社畑ブドウを
シャンパーニュ原産の酵母で発酵、マロラクティック発酵を経て数年間
熟成したベースワインをIQ7の名に表される通り、瓶内二次発酵を経て、7
年以上瓶内熟成。［93pts Cameron Douglas MS］

\4,500
発泡白 IQ7 Methode Traditionnelle NV

ニュージーランド

ピノ･ノワール/ピノ･ムニエ　Alc.12.2%　残糖7.92g/L

11875 IQ･ロゼ･メトード･トラディショネル NV きめ細かい泡立ちとともに柑橘やイチゴが香り、バニラやローストした
ナッツがすっきりとドライな味わいに複雑さを加え、柔らかな泡の刺激
とともにクリーンな余韻が長く続く。ナルロロ川流域の自社畑ブドウを
主体とする手摘みブドウをやさしく圧搾、フリーラン果汁のみからベー
スワインを醸し、瓶内二次発酵を経て18ヶ月以上瓶内熟成。

\3,500
発泡ロゼ IQ Rose Methode Traditionnelle NV

ホークス・ベイ

ピノ･ノワール45%/シャルドネ44%/ピノ･ムニエ8%/
カベルネ･フラン3%　Alc.11.9%　残糖8.84g/L

12418 エステート･マールボロ･ソーヴィニヨン･ブラン S'22 柑橘、ストーンフルーツにフレッシュハーブの香りが爽快。活力あるトロ
ピカルフルーツの果実が豊潤に広がり、フィニッシュはキリッとドライ。
2003年に植え付けた単一畑ブドウを用い、14℃の低温で発酵したワイン
に澱をかき混ぜながら旧樽発酵したワインを少量ブレンド、複雑さと厚
みを引き出す。

\3,400
白 Estate Marlborough Sauvignon Blanc S'22 年･↑

マールボロ

ソーヴィニヨン･ブラン100%　Alc.13.3%　

11878 エステート･ホークスベイ･シャルドネ S'20 ストーンフルーツやアーモンドの快活なアロマに続いて、新鮮なメロン
やネクタリン、豊潤でトロピカルな果実の風味にかすかなオークの風味
が溶け込み、味わいをまとめている。ナルロロ川流域の2つの自社畑ブド
ウを手摘み、一部を樽で自然発酵し、澱とともに12ヶ月間熟成。

\3,200
白 Estate Hawkes Bay Chardonnay S'20

ホークス・ベイ

シャルドネ100%　Alc.13.6%　

11879 エステート･ホークスベイ･メルロ･カベルネ S'19 プラムやベリーの豊かな香りに杉やドライハーブ、スパイスが伴い、熟し
たタンニンに縁どられたダークフルーツ、スパイスの風味が滑らかに舌
を覆う。自社単一畑のブドウをオーク樽で18ヶ月間熟成、ホークス・ベイ
らしいスタイルのメルロ・カベルネ。

\3,200
赤 Estate Hawkes Bay Merlot Cabernet S'19

ホークス・ベイ

メルロ79%/カベルネ･ソーヴィニヨン19%/マルベック2%　
Alc.14.1%　

Main Divide
メイン・ディヴァイド

ニュージーランドを代表するプレミアム・ワイナリー「ペガサス・ベイ」が手がける、
ヴァリューワイン。「メイン・ディヴァイド」は南島を縦断するアルプス山脈の愛称で、
冷涼でピュアな南島の産地特性を表現するワインという意味を込める。

12198 リースリング S'19 青リンゴやハニーサックル、ポプリに湿った石のミネラリーな香り。リッ
チに豊潤な果実を溌溂とした酸とかすかな発泡の刺激が引き締め、ほの
かな残糖が清らかさを引き立てる。ブドウは貴腐菌が付着してから収穫、
フレッシュな風味を残すため、酸・糖分・アルコールのバランスが得られ
た時点で発酵を止め、ごくわずか発泡性を残して瓶詰め。

\3,200
白 Riesling S'19

ノース･カンタベリー

リースリング　Alc.12.7%　残糖21.3g/L

12252 ソーヴィニヨン･ブラン S'22 柑橘とパッションフルーツのアロマにエルダーフラワーやレモングラ
ス、青草がすっきりと華やか。適度にふくよかな果実はキレのある酸に支
えられ、爽快な余韻に続く。ワイパラ・ヴァレーの自社畑でゆっくり成熟
させたブドウを優しく圧搾し、フリーラン果汁を低温発酵。

\3,200
白 Sauvignon Blanc S'22

ノース･カンタベリー

ソーヴィニヨン･ブラン　Alc.13.1%　

12137 ピノ･グリ S'20 洋梨や花のアロマに完熟したネクタリン、赤リンゴ、ロックメロンが香り
高く、ジューシー。厚みのある果実の層を快活な酸と繊細なフェノールが
しなやかに覆い、キレのある余韻に続く。ワイパラ・ヴァレーの複数畑の
ブドウをブレンド、ステンレス槽で澱とともに短期間熟成。

\3,200
白 Pinot Gris S'20

ノース･カンタベリー

ピノ･グリ　Alc.13.8%　残糖11.34g/L

12250 ゲヴュルツトラミネール S'20 メロンやライチ、パイナップルなどのトロピカルなアロマをバラの花び
ら、シナモンのスパイスが彩る。口当たりは滑らかでほどよく厚みがあ
り、スキンコンタクトによる果皮由来のフェノールが骨格となり、オフド
ライの余韻をすっきりまとめる。破砕したブドウをしばらく果皮浸漬し
てから圧搾、果汁はオーク旧樽で自然発酵し、3ヶ月間熟成。

［5 stars Michael Cooper's Buyers Guide］

\3,200
白 Gewurztraminer S'20 年･↑

ノース･カンタベリー

ゲヴュルツトラミネール　Alc.15.6%　

12136 シャルドネ S'21 レモンや桃、オレンジの花の香りにほのかなオーク、ヘーゼルナッツが香
ばしく、わずかにスモーキー。まろやかで厚みのある口当たりで、しなや
かな酸とミネラルが全体を心地よくまとめる。優しく圧搾した果汁はそ
のままフレンチオーク大樽で自然発酵、澱とともに樽熟成。

［90pts James Suckling］

\3,200
白 Chardonnay S'21

ノース･カンタベリー

シャルドネ　Alc.14.7%　

12251 ピノ･ノワール S'20 ラズベリーやダークチェリー、ブラッドオレンジのアロマに土っぽい風
味が複雑さを加え、チョコやスミレ、甘いスパイスが混じる。シルキーな
タンニンに縁どられた豊かな果実味をしなやかな酸が引き締め、長い余
韻に続く。地域一帯複数の契約畑のブドウを自然発酵、フレンチオーク樽
で18ヶ月間熟成（新樽20%）。［93pts The Real Review］

\3,800
赤 Pinot Noir S'20

サウス･アイランド

ピノ･ノワール　Alc.14.0%　
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11594 メルロ･カベルネ S'18 ブラックベリー、チェリー、プラムの黒い果実のアロマにチョコやバニ
ラ、スモーキーな風味とスパイスが彩りを添え、口当たりはジューシーで
滑らか。よく熟したタンニンが骨格となり、味わいをバランスよくまとめ
ている。ステンレスタンクで自然発酵後、フレンチオーク樽（新樽10％）で
18ヶ月熟成。［4 stars Michael Cooper's Buyers Guide］

\3,000
赤 Merlot Cabernet S'18

ノース･カンタベリー

メルロ50%/カベルネ･ソーヴィニヨン40%/マルベック10%　
Alc.14.2%　

Matahiwi Estate
マタヒウィ・エステート

ワイララパは太古から形成された水はけの良い堆積土壌に恵まれ、19世紀入植と同
時にブドウ栽培は行われたがワイン産業が開花するのは1970年代に入ってから。
2002年設立のマタヒウィはマスタートンとグラッドストーン地区に広がる75haの畑
から、手頃なワインを造る。

12134 ME･ソーヴィニヨン･ブラン S'22 ライムと熟した柑橘の爽快なアロマ、グーズベリーのジューシーな果実
とクリーンな酸が心地よく口中を満たす。ワイララパの土壌のタイプが
異なる2つの畑で低収量栽培されるブドウを低温でゆっくり発酵、ピュア
な品種特徴を引き出している。

\2,000
白 ME Sauvignon Blanc S'22

ワイララパ

ソーヴィニヨン･ブラン　Alc.12.5%　

12135 ME･ピノ･ノワール S'20 チェリー、ブルーベリーにハーバルなアロマと燻製香が混じり、プラムの
豊潤な果実にチョコやスパイスの風味が香ばしい。ワイララパ北部の複
数の畑のブドウをステンレス槽とオーク樽で熟成。2020年は非常に乾燥
していた年で、ブドウは小粒で色濃く凝縮した風味のブドウが収穫でき
た。［Double Gold, New Zealand Internationa Wine Show］

\2,650
赤 ME Pinot Noir S'20

ワイララパ

ピノ･ノワール　Alc.12.8%　

Neudorf
ノイドルフ

ネルソンのパイオニアで、今もアッパームーテリーから生み出される純度が高く緻密
で奥深い広がりを持つノイドルフのワインは世界のワイン・プロフェッショナルを唸
らせる。早期よりサステイナブル農法取り入れ、畑や自然環境に配慮したワイン造り
を実践。

12246 ティリティリ･ピノ･グリ S'22 白胡椒、すずらん、洋梨の花がアロマティック。豊かな果実味がノイドル
フらしい香ばしさを伴って舌を覆い、余韻はすっきりとクリーン。アッ
パー・ムーテリーの2つの契約畑で低収量栽培されたブドウを優しく圧
搾、果汁は48時間静置後澱引きし、自然発酵（20%はフレンチオーク旧樽
発酵）、熟成。”ティリティリ”はマオリ語で「耕す」の意味。

\3,200
白 Tiritiri Pinot Gris S'22

ネルソン

ピノ･グリ100%　Alc.13.0%　残糖5.08g/L

12247 ティリティリ･シャルドネ S'20 ネルソン \4,200
白 Tiritiri Chardonnay S'20 シャルドネ100%　Alc.13.9%　 年･↑

11358 ロージーズ･ブロック･シャルドネ S'18 軽やかで新鮮な果実にナッツ、牡蠣殻、ブランビスケットの風味が香ば
しく、エレガントな味わい。アッパー・ムーテリーに位置する自社畑ロー
ジーズ・ブロック（粘土を多く含んだ砂利質土壌）主体のブドウは手摘み
し、フレンチオーク樽（新樽15%）で100％樽発酵、10ヶ月間熟成。

\4,200
白 Rosie's Block Chardonnay S'18

ネルソン

シャルドネ100%　Alc.13.0%　

12199 トムズ･ブロック･ピノ･ノワール S'20 夏のベリーのアロマに柔らかななめし皮が混じり温かみのある印象で、
ダークチョコを思わせる深みのあるタンニンと適度な樽香、純粋な酸が
全体を品よくまとめる。アッパー・ムーテリーの粘土質土壌単一畑で有機
栽培されたブドウを自然発酵、フレンチオーク樽（新樽20%）で10ヶ月間
熟成。無濾過、無清澄。

\4,800
赤 Tom's Block Pinot Noir S'20

ネルソン

ピノ･ノワール100%　Alc.13.7%　

11992 ホーム･ブロック･ムーテリー･シャルドネ S'20 白いユリや新鮮なハーブ、焼きたてのパンの風味。丸みを帯びた果実に伸
びのある酸とミネラル、樽の香ばしい風味が溶け込み、すでに洗練された
まとまりのある味わい。NZ南島に最初（1978年）に植え付けた古木シャル
ドネを無灌漑低収量栽培。フレンチオーク樽（新樽10%）で天然発酵、澱と
ともに計16ヶ月間熟成してリリースされるノイドルフのフラグシップ。

\11,000
白 Home Block Moutere Chardonnay S'20

ネルソン

シャルドネ100%　Alc.13.4%　

11993 ホーム･ブロック･ムーテリー･ピノ･ノワール S'20 ダークチョコ、コーヒー、葉巻の香りになめし皮が層をなし、クラシカル
でリッチ。きめ細かいタンニンに縁どられた黒い果実と微かなオークが
優雅に溶け合い、滑らかに舌を覆う。フレンチオーク樽（新樽率18%）で
11ヶ月間熟成後、ステンレス槽でさらに4ヶ月間熟成。砂利粘土質土壌が
特徴的な単一畑から造られる、長期熟成の資質を備えたフラグシップワ
イン。

\7,500
赤 Home Block Moutere Pinot Noir S'20 年

ネルソン

ピノ･ノワール100%　Alc.13.9%　

No. 1 Family Estate
ナンバーワン・ファミリー・エステート

フランス・シャンパーニュ地方で12世代にわたりシャンパーニュを造り続ける家柄
のダニエル・ル・ブリュンが1999年にマールボロで家族と共に設立したスパークリン
グ専門の蔵元。伝統的シャンパーニュの製法を忠実に踏襲する。

3995 キュヴェNO.1 NV シャンパーニュ同様、瓶内二次発酵。リンゴ、蜂蜜、バター、ナッツ、ミネラ
ルなど、控えめだが上品で深みのある香り。きめ細かでクリーミーな泡立
ちと麦芽のようなイーストのコク。すっきりとしたフィニッシュと長い
余韻。1996年からのスパークリング専門ワイナリー。2007「ワインステー
ト」年間最優秀スパークリング賞。［95pts & 5 stars The Real Review］

\5,300
発泡白 Cuvee No.1 NV

マールボロ

シャルドネ100%　Alc.13.1%　残糖13g/L
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Palliser Estate
パリサー・エステート

自然環境・地域社会・ビジネスの3つが「サステイナブル」であることが必要とするパリ
サーは、安定した質の高さと価格が魅力。最高品質ブドウでつくるマーティンボロー、
ソフトな果実味としなやかな酸味を表現するペンカロウの2つのレンジ。

12410 ペンカロウ･ソーヴィニヨン･ブラン S'22 オレンジの花、パッションフルーツ、黒スグリ、白桃などの芳醇なアロマ
に続いて、熟度の高い豊富な果実がキレのある酸と調和し、瑞々しく爽快
な余韻へ続く。2つの自社畑ブドウを低温発酵し、澱とともに熟成。マー
ティンボロ―の特徴的なスタイルといえる、厚みと快活さを兼ね備えた
ソーヴィニヨン・ブラン。

\2,500
白 Pencarrow Sauvignon Blanc S'22 年･↑

マーティンボロー
ソーヴィニヨン･ブラン　Alc.12.3%　

11761 ペンカロウ･シャルドネ S'20 ネクタリン、白桃、白い花のアロマにオークのナッティーな風味。パイ
ナップルや完熟したストーンフルーツの果実味をバニラやヘーゼルナッ
ツ、ほのかな塩っぽさが複雑に彩り、クリーミーなテクスチャーとピュア
な酸が味わいをまとめる。フレンチオーク樽で発酵、10ヶ月間熟成。

\2,800
白 Pencarrow Chardonnay S'20

マーティンボロー

シャルドネ　Alc.13.7%　

12249 ペンカロウ･ピノ･ノワール S'20 チェリーとプラムの豊かな香りにセージやなめし皮、バラの花びらなど
が複雑さを加え、ほのかにスモーキー。口当たりは滑らかで、ふくらみの
ある果実をきめ細かいタンニンが包み込み、奥行きのある長い余韻に導
く。複数の自社畑ブドウを5%全房発酵、フレンチオーク樽（新樽25%）で
10ヶ月間熟成。（4ページ参照）

\3,850
赤 Pencarrow Pinot Noir S'20

マーティンボロー

ピノ･ノワール　Alc.13.9%　

12407 マーティンボロー･リースリング S'22 リンゴや搾りたてのライム、マンダリンオレンジに濡れた川石や牡蠣殻
の風味が伴い、フレッシュでクリーン。キレのよい酸とほのかなミネラル
が余韻をすっきり引き締める。優しく圧搾したブドウの20％は、シャルド
ネに3-4年使用した旧樽で自然発酵、2ヶ月間澱とともに熟成。アルコール
度数控えめの軽やかなドライリースリング。

\3,000
白 Martinborough Riesling S'22 年･↑

マーティンボロー
リースリング　Alc.11.6%　残糖6.2g/L

12408 マーティンボロー･ソーヴィニヨン･ブラン S'22 パッションフルーツ、黒スグリの香りにガラムマサラやトマトの葉の風
味が華やか。ピュアでコクのある果実の風味を一貫してピンと張りつめ
た活力ある酸が支え、長くドライな余韻に導く。2つの自社畑のブドウを
低温発酵、ステンレスタンクで澱とともに2ヶ月間熟成。ワインに重みと
質感を与えるため、わずかな残糖（3.5g/L）を残す。

\3,200
白 Martinborough Sauvignon Blanc S'22 年･↑

マーティンボロー
ソーヴィニヨン･ブラン　Alc.12.4%　

12248 マーティンボロー･シャルドネ S'21 白桃のアロマにバニラやヘーゼルナッツが心地良く混じる。ストーンフ
ルーツのピュアな果実味は樽の風味に縁どられ、クリーミーな舌触りと
ともに広がる澱熟成由来のビスケットの香ばしさをしなやかな酸が支
え、エレガントな余韻に導く。自社畑で手摘みした果実を全房圧搾、フレ
ンチオーク樽で自然発酵、澱とともに11ヶ月間熟成。

\4,000
白 Martinborough Chardonnay S'21

マーティンボロー

シャルドネ100%　Alc.13.9%　

12409 マーティンボロー･ピノ･ノワール S'21 ダークチェリーやプラムのアロマに塩漬肉、タイムなどスモーキーさと
香ばしさが層をなし、緻密なタンニンに覆われた赤い果実の豊潤な風味
をオークのニュアンスがまとめ、長く優雅な余韻に続く。3つの自社畑ブ
ドウを手摘みして自然発酵（10%全房）、フレンチオーク樽で10ヶ月間熟
成。（4ページ参照）

\5,600
赤 Martinborough Pinot Noir S'21

マーティンボロー
ピノ･ノワール　Alc.13.5%　 年･↑

12412 フア･ヌイ･ヴィンヤード･ピノ･ノワール S'21 プラムやラズベリーのアロマにターメリックやキノコの香りが複雑に混
じる。若いうちからきわめて滑らかな口当たりで、凝縮した果実に伴う明
るい酸が品よくチャーミング。単一畑の手摘みブドウを自然発酵（49％
全房）、フレンチオーク樽で10ヶ月間熟成。畑名のファ・ヌイはマオリ語で

「豊穣の果実」を意味し、2021年はその名が示す通りのワインとなった。（4
ページ参照）

\10,000
赤 Hua Nui Vineyard Pinot Noir S'21 新

マーティンボロー
ピノ･ノワール　Alc.13.5%　

Pegasus Bay
ペガサス・ベイ

1986年にアイヴァン・ドナルドソン夫妻がノースカンタベリーのワイパラ・ヴァレー
に興したNZを代表するプレミアム・ブティック・ワイナリー。5種類のリースリング以
外、ピノ・ノワール、ボルドー品種の白赤も手がける。オペラシリーズは最高の年に厳
選したワインで造られる。

11768 リースリング S'19 柑橘の白い花と花梨、青リンゴのアロマにわずかなスパイシーさが芳醇
で優雅。ごく柔らかい泡が舌に弾け、爽やかな酸に縁取られたほのかな残
糖が余韻を心地よくまとめる。収穫後すぐに圧搾したフリーラン果汁を
低温発酵。醸造過程で自然に発生する二酸化炭素を丁寧に溶け込ませ、微
かな発泡性を備える。［95pts Cameron Douglas MS］

\4,300
白 Riesling S'19

ノース･カンタベリー、ワイパラ･ヴァレー

リースリング　Alc.12.8%　残糖28.4g/L

12140 リースリング･エイジド･リリース S'12 芳醇なアロマとリッチな果実味をタイトな酸とミネラルが引き締め、長
い余韻に伴う微かな生姜の風味とほのかな残糖が心地よい。エイジド・リ
リースはワイナリーで計画的に瓶熟したワインを10年後にリリースする
取り組み。2012年はそれまでの過去40年で最も涼しい夏で秋は乾燥、収
穫を遅らせることで一部貴腐菌がついたブドウを手摘みして仕込んだ。

［94pts Bob Campbell MW］

\6,000
白 Riesling Aged Release S'12

ノース･カンタベリー、ワイパラ･ヴァレー

リースリング　Alc.13.5%　残糖22.7g/L

11991 ソーヴィニヨン･セミヨン S'19 セミヨンの重量感と滑らかさがソーヴィニヨン・ブランの活気や爽快感
をほどよく引き締め、余韻はミネラリーにドライ。樹齢約30年の畑からセ
ミヨンはフレンチオーク旧樽で、ソーヴィニヨン・ブランは大部分をステ
ンレス槽で自然発酵し、いずれも10ヶ月間澱とともに熟成後、1年間瓶熟
成。［94pts WineOrbit］

\5,300
白 Sauvignon Semillon S'19

ノース･カンタベリー、ワイパラ･ヴァレー

ソーヴィニヨン･ブラン70%/セミヨン30%　Alc.15.2%　
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12255 シャルドネ S'19 完熟した桃や青リンゴにローストしたクルミ、スモークベーコン、火打石
やトースト香が混じり、厚みのあるテクスチャーとともに複雑な風味が
幾重にも重なって口中をふくよかに満たし、活力ある味わいがフィニッ
シュまで続く。1985年に植え付けた自根の低収量ブドウを手摘みし、フレ
ンチオーク大樽（新樽30％）で自然発酵、MLF後12ヶ月間熟成。

［5 stars Michael Cooper's Buyers Guide］

\6,800
白 Chardonnay S'19

ノース･カンタベリー、ワイパラ･ヴァレー

シャルドネ　Alc.14.3%　

12256 ピノ･ノワール S'20 チェリーやクランベリーにハーブ、スパイス、トリュフなど土っぽく複雑
なニュアンス。滑らかなタンニンと清らかな酸が均衡し、凝縮感と骨格を
感じさせながら深みのある優雅な余韻に続く。1985年植樹（多くは自根）
のブドウは全体の40%を全房で発酵槽の底に置き、自然発酵、フレンチ
オーク樽で15ヶ月間熟成（新樽40%）。

［5 stars Michael Cooper's Buyers Guide］

\8,000
赤 Pinot Noir S'20

ノース･カンタベリー、ワイパラ･ヴァレー

ピノ･ノワール　Alc.14.4%　

12138 ピノ･ノワール･エイジド･リリース S'12 黒の果実にチョコやシナモン、グリルしたマッシュルームが複雑に香ば
しい。1986年植樹のブドウ（多くが自根）を手摘みし10%全房で自然発酵、
フレンチオーク樽で18ヶ月間熟成(新樽30%)。エイジド・リリースは主要
アイテムのリースリングとピノ・ノワールを2006年から毎年計画的に数
ケースずつ瓶熟させ、10年後にリリースするNZの生産者では珍しい取り
組み。［93pts James Suckling］

\10,000
赤 Pinot Noir Aged Release S'12

ノース･カンタベリー、ワイパラ･ヴァレー

ピノ･ノワール100%　Alc.14.4%　

12159 メルロ･カベルネ S'19 ダークフルーツにトリュフやなめし皮、スパイス、微かなミネラルが混じ
り、複雑で香り高い。メルロの豊潤な果実をカベルネやマルベックの酸、
きめ細かいタンニンが支え、優雅で深みのある味わい。一部は自根で樹齢
30年超となるブドウを用い、フレンチオーク樽で18ヶ月間熟成（新樽率
25%）。［93pts Stephen Bennett MW］

\4,800
赤 Merlot Cabernet S'19

ノース･カンタベリー、ワイパラ･ヴァレー

メルロ/カベルネ･ソーヴィニヨン/カベルネ･フラン/
マルベック　Alc.14.7%　

12254 ベル･カント･ドライ･リースリング S'20 オレンジの皮、花梨、メロンの芳醇なアロマをスパイスや火打石の風味が
縁取り、特有の甘やかさが伴う。ふくよかな果実に熟したフェノールが複
雑に骨格をなし、余韻はすっきりドライ。貴腐菌が付いたブドウを選別
して手摘みし、優しく圧搾。フリーラン果汁を低温でゆっくり自然発酵。
瓶内に二酸化炭素をわずかに残し、生き生きとしたタッチに仕上げる。

［96pts Stephen Bennet MW］

\6,000
白 Bel Canto Dry Riesling S'20

ノース･カンタベリー、ワイパラ･ヴァレー

リースリング　Alc.16.0%　残糖7.02g/L

12106 ヴィルトゥオーソ･シャルドネ S'19 オレンジの花、グレープフルーツの皮、青リンゴのアロマに穀物やベーコ
ン、火打石の香り。力強いボディを貫く持続的な酸とオークの香ばしさが
全体を優雅にまとめ上げる。手摘みブドウをフレンチオーク大樽で自然
発酵、澱とともに約12ヶ月間熟成（新樽40%）。最高の年にできた最上質の
シャルドネに「ヴィルトゥオーソ」の名を冠し、リリース。

［98pts James Suckling］

\9,000
白 Virtuoso Chardonnay S'19

ノース･カンタベリー、ワイパラ･ヴァレー

シャルドネ　Alc.14.3%　

12415 プリマドンナ･ピノ･ノワール S'19 黒や赤の果実の香りにスパイスやキノコ、ハーブが美しく層をなす。きめ
細かいタンニンに覆われた完熟果実を清らかな酸が貫き、調和的な長い
余韻は優美さに満ちている。ステンレス槽で自然発酵後（40%全房）、フレ
ンチオーク樽(新樽40%)で14ヶ月間熟成。ペガサス・ベイ設立当初に植え
られた自根の単一畑ブドウから限られた年にのみ造られる。

\14,500

赤 Prima Donna Pinot Noir S'19 年･↑

ノース･カンタベリー、ワイパラ･ヴァレー
ピノ･ノワール　Alc.14.4%　

12414 マエストロ (メルロ･カベルネ･マルベック) S'19 黒い果実の芳醇なアロマに黒オリーブや燻製肉、ハーブとスパイスが複
雑に層をなす。噛み応えのあるタンニンに覆われた凝縮感に満ちた果実
を一貫した酸が力強くまとめ上げ、奥行きのある長い余韻に導く。ステン
レス槽で自然発酵後、フレンチオーク樽（新樽25%）で24ヶ月間熟成。限ら
れた年にのみ造られ、オペラにちなむ名前が冠されるリザーヴレンジの
一つ。

\8,500
赤 ノース･カンタベリー、ワイパラ･ヴァレー 年･↑

Maestro (Merlot Cabernet Malbec) S'19
メルロ50%/マルベック40%/カベルネ･ソーヴィニヨン10%　
Alc.14.7%　

11766 フィナーレ･貴腐セミヨン･ソーヴィニヨン･ブラン 
(375ml) S'19

アプリコット、生姜、レモンカードの芳醇なアロマとほのかなイースト
香。貴腐ワインならではの質感の中に、セミヨンのもたらす骨格と伸びや
かさ、ソーヴィニヨン・ブランの爽快な酸が美しく均衡する。特別な天候
に恵まれた年にだけ造られ、貴腐菌のついた2品種をフレンチオーク小樽

（新樽率50%)で別々に自然発酵、澱とともに12ヶ月間熟成後ブレンドして
瓶詰。［5 stars Michael Cooper's Buyers Guide］

\5,600

白極甘 Finale Noble Semillon Sauvignon (375ml) S'19

ノース･カンタベリー、ワイパラ･ヴァレー

セミヨン/ソーヴィニヨン･ブラン　Alc.12.7%　残糖164.1g/L

11066 アンコール･貴腐リースリング (375ml) S'16 貴腐菌により糖度と香りが凝縮した選りすぐりの貴腐ブドウで造られる
甘美なデザートワイン。輝きのある黄金色で、メロン、マンゴー、ライチ、
マヌカハニーの力強いアロマと濃厚でオイリーなテクスチュア。フレッ
シュな酸と活力あるミネラル感。洗練された長い余韻。醸造家が丹精込め
た逸品。［96pts Wine Advocate］

\5,800
白極甘 Encore Noble Riesling (375ml) S'16

ノース･カンタベリー、ワイパラ･ヴァレー

リースリング　Alc.11.8%　残糖173.5g/L

12253 アリア･レイト･ピックド･リースリング S'20 柑橘やジャスミンの花の香りにトロピカルフルーツ、蜂蜜やショウガが
リッチに層をなす。コクのある果実を貫く溌剌とした酸とかすかな泡の
タッチが、爽やかで活力ある余韻。貴腐菌のついた房（30-50％が貴腐ブド
ウ）を厳選して低温発酵、醸造過程での自然の発泡をわずかに残して瓶詰
め。［94pts Cam Douglas MS］

\6,500
白極甘 ARIA Late Picked Riesling S'20

ノース･カンタベリー、ワイパラ･ヴァレー

リースリング　Alc.12.6%　残糖69.6g/L
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Southern Cross
サザン・クロス

ホークスベイとマールボロのブドウを使ってワイン・ポートフォリオがプロデュース
するヴァリュー・ワイン。果実と酸味、味わいとストラクチャーのバランスを上手にと
りながらそれぞれの産地の特徴を表現した軽快でスマートな味わい。

12168 マールボロ･ソーヴィニヨン･ブラン S'22 マールボロ \2,200
白 Marlborough Sauvignon Blanc S'22 ソーヴィニヨン･ブラン　Alc.11.9%　

11770 ホークスベイ･ピノ･グリ S'20 ホークス・ベイ \2,200
白 Hawkes Bay Pinot Gris S'20 ピノ･グリ86%/ゲヴュルツトラミネール12%/セミヨン2%　Alc.12.9%　

残糖7.0g/L

12143 ホークスベイ･シャルドネ S'16 ホークス・ベイ \2,200
白 Hawkes Bay Chardonnay S'16 シャルドネ　Alc.13.0%　

11504 ホークスベイ･ピノ･ノワール S'20 ホークス・ベイ \2,500
赤 Hawkes Bay Pinot Noir S'20 ピノ･ノワール100%　Alc.13.0%　

12144 ホークスベイ･メルロ･カベルネ S'16 ホークス・ベイ \2,200
赤 Hawkes Bay Merlot Cabernet S'16 メルロ50%/カベルネ･ソーヴィニヨン35%/カベルネ･フラン9%/

マルベック6%　Alc.12.7%　

Totara
トタラ

マールボロのソーヴィニヨン・ブランの表現に特化したブランドは、繊細な酸、柔らか
い質感、舌の上で広が果実と長い余韻。主にワイラウ・ヴァレーとワイラウ低地のサス
テイナブル認証を受けた畑のブドウから。「トタラ」は、しなやかで加工し易いが強く
長持ちするニュージーランド原生の大木。

12238 マールボロ･ソーヴィニヨン･ブラン S'22 よく熟したストーンフルーツ、砕いたパッションフルーツの種、柑橘の白
い花やさやえんどうのアロマで、瑞々しい果実味と繊細な風味、ミネラル
感がバランスよくまとまり、心地よい余韻が続く。マールボロ3地区のブ
ドウを低温発酵、ステンレス槽で澱とともに熟成。2022年は3年続いてい
た干ばつが解消し、凝縮感とパワーのある果実が収穫できた年。

\2,450
白 Marlborough Sauvignon Blanc S'22

マールボロ

ソーヴィニヨン･ブラン　Alc.12.5%　

Trinity Hill
トリニティ・ヒル

不毛の地とみられていた鉄分が多い赤土のギムレット・グラヴェルズは太古の氾濫で
川筋が変わり取り残された川底。水はけの良い堆積土壌の可能性をいち早く見出した
パイオニアで、プレミアム・レンジの「ギムレット・グラヴェルズ」は世界的に高評価を
得る。

12417 ホークスベイ･ソーヴィニヨン･ブラン S'21 ライムとトロピカルフルーツ、ネクタリンが豊かに香り、柑橘とストーン
フルーツの力強い果実味がジューシーで溌溂とした酸、ミネラルと均衡
し爽快に口中を満たす。ステンレス槽で低温発酵したワインは酸とのバ
ランスを考慮し、わずかな残糖を残して早めに瓶詰め。

\3,200
白 Hawkes Bay Sauvignon Blanc S'21 年･↑

ホークス・ベイ

ソーヴィニヨン･ブラン　Alc.12.4%　

11999 ホークスベイ･シャルドネ S'20 フレッシュな柑橘やストーンフルーツなどホークスベイのシャルドネら
しい豊かなアロマ。シュルリー由来のクリーミーな口当たりで、充実した
果実をローストナッツや火打石のニュアンスが優しく彩る。一部を500L
フレンチオーク樽で発酵、ステンレス槽と500Lフレンチオーク樽で澱と
ともに6ヶ月間熟成。

\3,000
白 Hawkes Bay Chardonnay S'20

ホークス・ベイ

シャルドネ100%　Alc.13.4%　

12416 ホークスベイ･シラー S'21 ブルーベリーやラズベリー、ブラックベリーの鮮やかなアロマに心地よ
い香ばしさとスパイスが複雑さを添え、しなやかな酸が骨格となり、長く
フローラルな余韻に導く。川底の小石を多く含む特徴的な堆石土壌で世
界で唯一土壌により定義された産地ギムレット・グラヴェルズの自社畑
ブドウから造られ、果実本来の風味を生かすため熟成はフレンチオーク
旧樽で短めに行う。

\3,650
赤 Hawkes Bay Syrah S'21 年･↑

ホークス・ベイ

シラー　Alc.13.1%　

12290 ギムレット･グラヴェルズ･シャルドネ S'20 柑橘やネクタリンのアロマにナッツや火打石が香ばしく優雅な層をな
す。適度に厚みのある果実の風味に清らかな酸が溶け込み、しなやかにま
とまりのある味わい。手摘みブドウをフレンチオーク大樽（新樽60%）で
自然発酵、12ヶ月間熟成後、澱とともにステンレス槽で7ヶ月間熟成。栽培
面積の90%が黒ブドウのギムレット・グラヴェルズの数少ないシャルド
ネ。（3ページ参照）

［97pts & Gold Medal & Champion White Wine, International Wine Challenge 2022］

\5,600
白 Gimblett Gravels Chardonnay S'20 年

ホークス・ベイ

シャルドネ100%　Alc.14.2%　

12141 ギムレット･グラヴェルズ･シラー S'19 野生のラズベリー、ブルーベリーにほのかな胡椒やバニラビーンズのア
ロマ。力強く、熟したタンニンと自然な酸が骨格を形成し、純粋な果実の
風味が表現されている。特徴的な土壌と微気候を持つギムレット・グラ
ヴェルズの自社畑ブドウを手摘みしロットごとに醸造。30％全房発酵、一
部ロットにはヴィオニエの果皮を少量加える。5,000Lのフレンチオーク
大樽で8ヶ月間熟成。

\5,600
赤 Gimblett Gravels Syrah S'19

ホークス・ベイ

シラー　Alc.12.7%　
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12142 ギムレット･グラヴェルズ･ザ･ギムレット S'20 完熟した黒い果実の濃厚なアロマをスミレの香りが引き立て、シダ、バニ
ラビーンズ、トーストがほのかに香る。凝縮した黒い果実の風味は緻密な
タンニンに覆われ、伸びのある酸が骨格となり、オークの風味とともに複
雑で豊かな味わいと長い余韻を生み出している。2つの畑のブドウをフレ
ンチオーク樽で18ヶ月間熟成（新樽53%)。

\5,600
赤 Gimblett Gravels the Gimblett S'20

ホークス・ベイ

カベルネ･フラン50%/カベルネ･ソーヴィニヨン33%/メルロ
17%　Alc.13.9%　

11676 ギムレット･グラヴェルズ･テンプラニーリョ S'19 完熟したブラックベリーに複数のスパイスが複雑に香り、エキゾチック。
凝縮感のある黒い果実は甘草やチョコ、バニラの風味を伴い、丸みを帯び
たきめ細かいタンニンが形成するしなやかなストラクチャーは長期熟成
のポテンシャルを感じさせる。手摘みしたブドウをフレンチオーク樽（一
部新樽）とアメリカンオーク旧樽で17ヶ月間熟成。［95pts Wine Orbit］

\5,000
赤 Gimblett Gravels Tempranillo S'19

ホークス・ベイ

テンプラニーリョ　Alc.14.1%　

11678 オマージュ･シラー S'18 純粋な黒い果実に甘草やスパイス、杉の風味が見事に溶け込み、洗練さ
れた質感、深みのある果実、フィネスが一体となり、優雅に長い余韻に導
く。トリニティ・ヒルは1997年頃、仏エルミタージュのジェラール・ジャ
ブレから当時ニュージーランドでは入手不可能だったクローンを譲り受
けて栽培。この最上位シラーには、彼へのオマージュが込められている。

［98pts James Suckling］

\16,500
赤 Homage Syrah S'18

ホークス・ベイ

シラー99.6%/ヴィオニエ0.4%　Alc.12.7%　

Wine Portfolio
ワイン・ポートフォリオ

ニュージーランドが誇る世界的ワイン「モートン」ブランドを育て上げた後、その名を
大手メーカーに売却して新たに始めたワイナリー。ホークスベイとマールボロの畑か
ら多様なニーズにあわせたスパークリング・ワインを造る。

7719 マンスフィールド & マルシュ･メトード･ 
トラディショネル NV

クリーミーな泡、フレッシュで繊細な味わい。アーモンドを思わせるイー
スト香が複雑さを添える。適度な酸味の清涼感ある余韻は、どんな食事
にも好相性。ベースワインは低温発酵後、MLF 、1年間熟成。ボトリング前
にブレンドし、瓶内二次発酵でさらに9ヶ月以上熟成。出荷にあわせて澱
抜き。

\2,800

発泡白 Mansfield & Marsh Methode Traditionnelle NV ↑

ホークス・ベイ

シャルドネ/ピノ･ノワール/ピノ･ムニエ　Alc.11.7%　
残糖7.6g/L

7720 ミミ･メトード･トラディショネル NV きめ細かな泡立ち、爽やかな柑橘のアロマで、熟した蜜リンゴを思わせる
ふくらみある果実味。上品な酸味の優しい口当たり。低温発酵、MLFを行っ
たベースワインをブレンドの後、瓶詰め。ティラージュを施し瓶内二次発
酵。出荷時のデゴルジュマンまで澱と共に熟成。

［Bronze, International Wine Challenge］

\2,800
発泡白 Mimi Methode Traditionnelle NV ↑

ホークス・ベイ

ピノ･ノワール51%/シャルドネ39%/ピノ･ムニエ10%　
Alc.11.6%　残糖17.0g/L

8990 ミミ･ピンク･メトード･トラディショネル NV イチゴ、リンゴの花のアロマと酵母由来のほのかなイースト香。ピノ・ノ
ワール主体のふくよかな赤い果実味。伸びやかな酸とほのかな甘さがバ
ランス良くチャーミング。ステンレスタンクで低温発酵したベースワイ
ンをブレンドして瓶内二次発酵。シャンパン製法の本格ロゼ・スパークリ
ング。

［Gold &  Best Label Design Best 10 SAKURA Japan Women's Wine Award 2014］

\2,800
発泡ロゼ Mimi Pink Methode Traditionnelle NV ↑

ホークス・ベイ

ピノ･ノワール75%/シャルドネ13%/ピノ･ムニエ12%　
Alc.11.8%　残糖14.0g/L

カリフォルニア

Athenaeum
アテニウム

ソノマに本拠を置くPurple Wine + Spirits社のブランドのひとつ。アテニウムは古代
ローマの芸術の学校を意味するギリシャ語に由来し、「ワイン芸術の追求」への想いが
込められている。ナパ・ヴァレー複数地区のブドウから、コストパフォーマンスに優れ
たワインを造る。

11934 ナパ･ヴァレー･メルロ '20 ブラックベリー、プラム、チョコレートのアロマで、深みのある魅力的な
香り立ち。豊かなタンニンがテクスチャーのアクセントになり、長くシー
ムレスな余韻が続く。

\4,500
赤 Napa Valley Merlot '20 ↑

ナパ･ヴァレー

メルロ85%/カベルネ･ソーヴィニヨン15%　Alc.13.8%　

11935 ナパ･ヴァレー･カベルネ･ソーヴィニヨン '19 ブラックベリー、チェリー、チョコのスイートな果実のアロマに杉、バニ
ラの風味が縁取る。ソフトな口当たりで、ミディアムなタンニンのもと、
早くからバランスのとれた味わいがある。

\4,500
赤 Napa Valley Cabernet Sauvignon '19

ナパ･ヴァレー

カベルネ･ソーヴィニヨン93%/メルロ7%　Alc.14.3%　
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Chappellet
シャペレ

1967年、禁酒法廃止後ナパ・ヴァレーで2番目に醸造設備をフル完備した歴史のあるワ
イナリー。ラザフォードの東、ヘネシー湖を見下ろすプリチャード・ヒルに最初にワイナ
リーを設立したパイオニアであり、創業から現在までシャペレ・ファミリーが経営を担
う。プリチャード・ヒルの自社畑の他に、近隣の契約畑と一部ソノマからブドウを購入。

11956 マウンテン･キュヴェ '19 赤と黒の果実にスモーキーなオーク樽とスパイスの風味が溶け込み、芳
醇な果実味が口内をいっぱいに満たす。滑らかで、終始しなやかなテク
スチュアのもと、重層的な果実がバランスよくまとめられている。ナパ・
ヴァレー東部の山岳地に位置する畑と一部ソノマ・カウンティのブドウ
から造られるバランスに優れたブレンドワイン。［92pts Wine Enthusiast］

\6,800
赤 Mountain Cuvee '19 年･↑

カリフォルニア州

カベルネ･ソーヴィニヨン44%/メルロ36%/
プティヴェルド9%/マルベック7%/カベルネ･フラン4%　
Alc.15.6%　

11613 シュガーローフ･カベルネ･ソーヴィニヨン '18 新たにカベルネのレンジに加わった単一畑のカベルネ・ソーヴィニヨン。
ブルーベリー、スミレ、甘草、スパイス、焙煎コーヒー豆をチョコの風味に
覆われ、ほのかに杉、クローブ、ナツメグの風味が重なる。シルキーにコー
ティングされたタンニンが舌をすべるように流れ、洗練された余韻が長
く残る。カーネロス東に位置する丘陵地の岩が剥き出しとなった玄武岩
質火成岩土壌の契約畑のブドウから限定数で造られる。

［95pts James Suckling］

\35,000
赤 Sugarloaf Cabernet Sauvignon '18

ナパ･ヴァレー

カベルネ･ソーヴィニヨン95%/プティヴェルド5%　
Alc.15.3%　

11936 プリチャード･ヒル･カベルネ･ソーヴィニヨン '18 創業者ドン・シャペレが最初にインスピレーションを受けた素晴らしい
ボルドーのように、プリチャードヒル・カベルネは他のボルドー品種とブ
レンドして造られ、畑でのワイン栽培の優雅な力と複雑さとシャペレの
ワインメーキングの頂点が体現されている。岩だらけの山腹の畑で育つ
カベルネは実が小粒で、風味が凝縮し、数十年にわたり一貫して熟成力が
発揮される。［98pts Wine Advocate］

\48,000
赤 Pritchard Hill Cabernet Sauvignon '18

ナパ･ヴァレー

カベルネ･ソーヴィニヨン90%/プティヴェルド10%　
Alc.15.2%　

County Line Vineyards
カウンティ・ライン・ヴィンヤーズ

「カウンティ・ライン」はラジオ・コトー（ソノマ）の醸造家エリック・サスマンが手掛け
るブランド。カリフォルニア北部メンドシノ、ソノマ・コースト、ルシアン・リヴァー・
ヴァレーの契約畑から限定数で造られる。「カウンティ・ライン」の名は畑がメンドシ
ノとソノマの２つのカウンティにまたがっていることに由来する。

11700 オーフィン･ロッツ･ビーズ･ペット･ナット (王冠) '20 淡いピンク色で、溌剌とした酸と心地よい発泡に満ちたペティアン・ナ
チュラル。キーライムとローズポプリが絶妙に絡み合い、桃、赤リンゴ、熟
したイチゴのフルーティーな風味が柔らかな泡とともに湧き出るように
弾け、爽快でドライなフィニッシュへと続く。冷涼地アンダーソン・ヴァ
レーのピノ・ノワールから限定数のもとで造られる。

\5,800
発泡ロゼ Orfin Lotts Beads Pet-Nat (Crown cap) '20

メンドシノ･カウンティ、アンダーソン･ヴァレー

ピノ･ノワール　Alc.12.3%　残糖1.4g/L

12059 シャルドネ '20 鮮やかな青リンゴにほのかなオレンジの皮と何層にも展開され、しなや
かなフルーティーさが口内で酸味と混ざり合い、桃とジャスミンの丸み
が滑らかに広がる。ステンレスタンクと樽の両方で熟成させ、フレッシュ
さと厚みのあるボディがバランスよくまとまっている。

\6,500
白 Chardonnay '20 ↑

ソノマ･コースト

シャルドネ100%　Alc.13.6%　

11459 ロゼ '19 イチゴに柑橘系の柚子と新鮮なライムの皮が混じり、熟したライチとマ
スクメロンの香り。ジューシーなグレープフルーツがキリッとした青リ
ンゴの風味の層に織り込まれ、洗練されたミネラルの風味で、爽やかに
ドライに引き締まっている。アンダーソン・ヴァレーの単一畑のピノ・ノ
ワールを全房圧搾して造られる。［90pts Vinous］

\5,000
ロゼ Rose '19 ↑

メンドシノ･カウンティ、アンダーソン･ヴァレー

ピノ･ノワール　Alc.12.0%　

11460 ピノ･ノワール '18 赤いバラのフローラルなアロマに導かれ、チェリー、プラム、クランベ
リーの赤い果実は繊細でありながら、骨格があり、白檀やフェンネルの風
味がほのかに漂う。チャーミングで、清らかな酸が終始、心地よく余韻ま
で持続する。

\5,000
赤 Pinot Noir '18 ↑

ソノマ･コースト

ピノ･ノワール　Alc.13.3%　

11461 シラー '17 活力あるブルーベリーとフレッシュなブラックプラムに、イチジクのコ
ンポートが絡み合ったアロマ。香ばしいローズマリーとタイムがの風味
全体に織り込まれ、ブラックオリーブともにほのかな塩味が加わり、清ら
かな酸が余韻まで持続。冷涼気候のシラーらしい特徴的な酸が印象的。

\5,000
赤 Syrah '17 ↑

ソノマ･コースト

シラー　Alc.13.4%　

11462 ジンファンデル '18 グラスからはじけるような熟したダークフルーツが強調され、フレッ
シュなブラックベリー、ブルーベリー、プラムが口内が満たす。シナモン
と八角のスパイシーな温かみのある風味が加わり、ほのかにダークチョ
コが最後に伴う。洗練されたタンニンと鮮やかな酸味が果実味のバラン
スを上品に保ち、表現力豊かな長い余韻が続く。

\5,000
赤 Zinfandel '18 ↑

ソノマ、ルシアン･リヴァー･ヴァレー

ジンファンデル　Alc.15.2%　
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District 7
ディストリクト7

1972年以来、モントレー・カウンティに広大なブドウ畑を所有するシャイド・ファミ
リーが始めた自社ブランド。カリフォルニア州に17ある気候・地形・土壌区分で、モン
トレー・カウンティが7番目にあたることから、ディストリクト7と命名。

12394 シャルドネ S'21 明るく、軽快なトロピカルフルーツのアロマが洋ナシ、リンゴの果実に溶
け込み、ほのかにバニラの風味が縁取る。ワインの一部樽熟成させること
で、ふくよかなテクスチュアを加えている。

\2,800
白 Chardonnay S'21 年･↑

モントレー･カウンティ

シャルドネ　Alc.13.4%　

12062 ピノ･ノワール S'20 プラム、ラズベリーの赤い果実にスミレ、バニラ、焦がしたオーク樽の香
りが縁取り、リッチに熟した果実がシルキーに広がる。モントレー北部、
冷涼なサリナス・ヴァレーにある自社ブドウから造られる。

［Wine Enthusiast "Editor's choice"］

\3,000
赤 Pinot Noir S'20

モントレー･カウンティ

ピノ･ノワール　Alc.13.7%　

12393 カベルネ･ソーヴィニヨン S'20 ブラックベリーの熟した果実の特徴がグラス示され、適度に力強くフル
ボディ。豊潤な果実味をシルキーなタンニンが包み込み、終始スムーズな
口当たり。

\3,000
赤 Cabernet Sauvignon S'20 年･↑

モントレー･カウンティ

カベルネ･ソーヴィニヨン　Alc.13.6%　

Easton Wines
イーストン・ワインズ

ローヌ品種に特化したドメーヌ・テール・ルージュの創業者ビル・イーストンの名を冠
したブランド。主力であるジンファンデルの他、カベルネ・ソーヴィニヨン、ピノ・ノ
ワール、ソーヴィニヨン・ブラン等がイーストンのラベルで限定リリースされる。

12175 エステート･カベルネ･ソーヴィニヨン '14 濃厚な色調で、杉、タバコ、スパイス、なめし皮の複雑な香りで、ブラック
ベリーとカシスの果実をきめ細やかなタンニンが縁取る。タンニンの
エッジが感じられるがスムースで、最後に鉄分が混じったミネラリーな
余韻を残す。24ヶ月の樽熟成後、さらに2年の瓶内熟成を経てリリースさ
れる。

\10,000
赤 Estate Cabernet Sauvignon '14

シェナンドー･ヴァレー

カベルネ･ソーヴィニヨン100%　Alc.14.5%　

12383 ジンファンデル '16 古木ジンファンデルのメッカ、アマドール・カウンティのなだらかな花崗
岩質の山岳地で育つブドウから造られる、イーストンのレンジの中でも
幅広い人気を博すジンファンデル。ブラックチェリー、ブラックベリーの
果実に溢れているが、シルキーな口当たりで、パワー一辺倒ではない絶妙
なバランスがとれている。（6ページ参照）［91pts Wine Enthusiast］

\4,200
赤 Zinfandel '16 年･↑

アマドール･カウンティ

ジンファンデル100%　Alc.14.5%　

Foxglove
フォックスグローブ

サンタ・クルーズ・マウンテンズのシャルドネのスペシャリスト、ヴァーナー兄弟が
セントラル・コーストの契約ブドウからコストパフォーマンスを追求して造るブラ
ンド。沿岸の冷涼地域と内陸の温暖地域からそれぞれバランスのよいワインが造ら
れる。

12336 シャルドネ '19 シャルドネの名手、ヴァーナーがセントラル・コーストのブドウから造
るバリューワイン。MLFを行わず、樽無使用により純粋な果実の風味とフ
レッシュな酸をクリアーに表現。ほのかなミネラル感があり、シュルリー
によるオリ熟成由来の旨みが優しく広がる。

\3,500
白 Chardonnay '19

セントラル･コースト

シャルドネ　Alc.13.4%　

12401 ピノ･ノワール '17 ブラックチェリーにベーキングスパイス、タバコ、ハーブのニュアンスが
ほのかに縁取り、ミディアムボディで、柔らかいタンニンがフィニッシュ
に伴う。熟成に樽を使用せず、果実の風味が純粋に表現されている。（3
ページ参照）

\3,500
赤 Pinot Noir '17 新

セントラル･コースト

ピノ･ノワール　Alc.14.0%　

12400 カベルネ･ソーヴィニヨン '20 ダークベリー、カシスの果実にほのかにミントと土っぽい風味が縁取り、
ジューシーな口当たりで、程よいコクがある。パソ・ロブレス北部の丘陵
地に位置する契約畑のブドウからオーク樽無使用で造られる。

\3,500
赤 Cabernet Sauvignon '20 年･↑

パソ･ロブレス

カベルネ･ソーヴィニヨン93%/マルベック7%　Alc.13.5%　
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Hendry
ヘンドリー

60年以上に亘り、栽培家として携わってきたヘンドリーが1992年に興したワイナ
リー。カーネロスとマウント・ヴィーダーの中間に位置する緩やかな高台の畑から、徹
底したブドウ育成管理のもとで、卓越したワインが造られる。

11911 アルバリーニョ S'19 涼しいヴィンテージを反映し、柑橘系のフローラルなアロマが際立ち、口
内ではネクタリン、青リンゴのクリーミーなテクスチュアが広がり、最後
にライムの皮の風味がフィニッシュに伴う。適度な軽やかさと切れのあ
る酸があり、エビやカキ、カニなどの甲殻類の前菜には最適。

\4,400
白 Albarino S'19

ナパ･ヴァレー

アルバリーニョ　Alc.14.0%　

12385 バレル･ファーメンテッド･シャルドネ '19 焼きリンゴに熟したネクタリンとオーク樽由来のスパイスの風味とトー
スト香が混じる複雑な香りで、ほのかに火打石のニュアンスを帯びてい
る。活力あるネクタリンとゴールデンアップルの果実にパイナップルの
酸味が縁取り、リッチに重層的な味わい。Non-MLFにより、リンゴ酸が長
く余韻まで残る。［92pts James Suckling］

\7,000
白 Barrel Fermented Chardonnay '19 年･↑

ナパ･ヴァレー

シャルドネ　Alc.14.1%　

11254 HRW･ピノ･ノワール S'17 淡いガーネット色で、軽やかな赤い果実にベイキングスパイス、スモーク
の香りが縁取り、 ライトからミディアムボディ。爽やかなチェリーの甘み
と酸味が素直に映し出されたセカンドラベル。

\3,600
赤 HRW Pinot Noir S'17

ナパ･ヴァレー

ピノ･ノワール　Alc.14.0%　

11469 HRW･カベルネ･ソーヴィニヨン S'18 紫がかったルビー色で、ダークベリー、スモーク、ブドウの果皮の香りに
続き、瑞々しいブラックカラント、ダークベリー、ココアの風味が口内に
広がる。軽快なタンニンが伴うミディアムボディで、リリース時からバラ
ンスのとれた味わいを提供。

\4,500
赤 HRW Cabernet Sauvignon S'18

ナパ･ヴァレー

カベルネ･ソーヴィニヨン　Alc.14.9%　

11694 HRW･ジンファンデル S'19 HRWシリーズは早くからバランスよく、親しみやすい味わいとして限定
リリースさるセカンドラベル。ライトからミディアムボディで、クランベ
リー、チョコ、ジャムの風味が爽やかな酸とともに広がり、甘みが適度に
抑えられている。

\3,200
赤 HRW Zinfandel S'19

ナパ･ヴァレー

ジンファンデル100%　Alc.14.4%　

12386 カベルネ･ソーヴィニヨン '18 ブラックカラント、ブルーベリーの凝縮した果実にベイリーフとオーク
樽由来のスモーク、カカオの風味が縁取る。力強く、フルボディだが、きめ
の細かいタンニンと酸が支柱となり、滑らかで優雅なまとまりがある。

\15,000
赤 Cabernet Sauvignon '18 年･↑

ナパ･ヴァレー

カベルネ･ソーヴィニヨン100%　Alc.15.3%　

12387 ジンファンデル･ブロック 7&22 '19 プラムの果実に胡椒、クローブのスパイスが縁取り、赤と黒の充実した果
実が口内に広がる。シルキーにフルボディで、持続的な酸が余韻まで長く
残り、果実味が圧倒しない適度な抑制が効いている。1975年と1995年に
植えられた2つの区画のブドウから造られるカベルネに並ぶヘンドリー
のフラグシップワイン。［93pts James Suckling］

\8,000
赤 Zinfandel Blocks 7&22 '19 年･↑

ナパ･ヴァレー

ジンファンデル100%　Alc.15.9%　

Madison's Ranch
マディソンズ・ランチ

ナパに本拠を置くスミス・アンダーソン・ワイン・グループが興したオリジナルブラン
ド。1979年以来、いくつものブランドを成功させてきた経験豊富な醸造家チームがナ
パ・ヴァレーのセント・ヘレナとオーク・ノル地区のブドウからファインワインを手が
ける。

12182 リザーヴ･カベルネ･ソーヴィニヨン '20 ブラックチェリー、ブラックベリーの凝縮した重層的なアロマにスモー
キーなオーク樽のフレーヴァーが縁取り、柔らかなタンニンと酸がバラ
ンスよく調和。程よいコクがあり、スパイシーな余韻が残る。

\5,900
赤 Reserve Cabernet Sauvignon '20

ナパ･ヴァレー

カベルネ･ソーヴィニヨン100%　Alc.14.5%　

Magnolia Hill
マグノリア･ヒル

ナパ市に本拠を置くスミス=アンダーソン･ワイングループによるブランド。1979年
のグループ設立以来、いくつものブランドを成功させてきた経験豊富な醸造家チーム
がナパ・ヴァレー各地区から調達したブドウを巧みにブレンドし 、コストパフォーマ
ンスに優れたファインワインを手掛ける。

12063 ナパ･ヴァレー･カベルネ･ソーヴィニヨン '17 ダークベリー、バニラ、ココアに繊細な木の成分の香りが縁取り、ブラッ
クチェリー、ブルーベリー、ベイキングスパイスの風味が複雑な層となっ
て広がる。スムースで、シルキーな質感が果実とバランスよくまとまって
いる。ヨントヴィルとオークヴィル地区のブドウを使用。マグノリアはナ
パで長く醸造経験を持つスミス・アンダーソン・ワイングループが所有す
るブランドのひとつ。

\4,300
赤 Napa Valley Cabernet Sauvignon '17

ナパ･ヴァレー

カベルネ･ソーヴィニヨン95%/プティ･ヴェルド5%　
Alc.14.7%　
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McKenzie-Mueller
マッケンジー＝ミューラー

1980年代、ロバート・モンダヴィのエノロジストとして活躍したボブ・ミューラーが
妻のカレン・マッケンジーと1989年にカーネロスに興したガレージ・ワイナリー。
オーク・ノルとカーネロスの自社畑を所有し、両地区のワインのブレンドにより調和
的なワインが造られる。

11201 ソーヴィニヨン･ブラン '17 典型的なカリフォルニアのソーヴィニヨン・ブランとは異なり、ブンタ
ン、甘露、レモンピールのアロマにほのかに木箱の香りがあり、控えめな
トップノーズ。口内では柑橘系果実が強調され、フレッシュで溌剌とした
酸が膨らみのある果実を切れ味よく、引き締めている。ステンレスタンク
とニュートラルなオーク樽併用。

\4,600
白 Sauvignon Blanc '17

ナパ･ヴァレー

ソーヴィニヨン･ブラン100%　Alc.14.2%　

12392 ナパ･ジャズ '17 2017年はこれまでのナパ・ジャズで最もカベルネ・ソーヴィニヨンの比率
が高く、しっかりとしたストラクチュアが明確に示されている。ダークベ
リーの果実とスパイシーな風味が豊かに広がり、熟した果実がきめ細や
かなタンニンとともに長い余韻となって、すべての要素が調和している。

（5ページ参照）

\5,400
赤 Napa JAZZ '17 年

ナパ･ヴァレー

カベルネ･ソーヴィニヨン63%/カベルネ･フラン25%/
メルロ9%/プティヴェルド3%　Alc.15.0%　

11710 カベルネ･ソーヴィニヨン (日本限定) '17 赤紫の果実とスミレのフローラルな香りに熟したプラムのアロマが感じ
られ、口に含むとしっかりとした酸が支柱となり、スタイリッシュなまと
まりがある。空気に触れることで、濃く紫がかった果実が丸みを帯び、き
め細やかなタンニンがシームレスにシルキーなフィニッシュへと続く。
しなやかさとみずみずしい果実の特徴が表現されたエレガントなカベル
ネで、熟成によりさらなる味わいの深まりが期待できる。日本向けに特別
に造られたカベルネ。351ダース生産。

\5,800
赤 Cabernet Sauvignon Limited Release for Japan '17

ナパ･ヴァレー

カベルネ･ソーヴィニヨン81.2%/カベルネ･フラン18%/
メルロ0.8%　Alc.15.1%　

11253 マルベック '13 濃厚な色調で、ブラックベリーのアロマにスミレと胡椒の香りが縁取り、
凝縮した果実の香りがグラスから感じ取れる。魅力的なフローラルな香
りが口内で渦を巻き、シルキーなテクスチュアのもと、自然な酸が余韻ま
で長く残る。力強よさと緻密さが均衡したバランスで、洗練された仕上が
り。147ケース生産。

\6,500
赤 Malbec '13

ナパ･ヴァレー

マルベック91.9%/カベルネ･フラン6.35%/メルロ1.75%　
Alc.15.8%　

11915 カベルネ･ソーヴィニヨン '17 ブルーベリー、ブラックベリー、チェリー、ザクロなどの熟したベリーの
アロマに乾燥した土っぽいニュアンスが縁取り、しっかりとしたタンニ
ンと心地よい酸味がバランスの芯となり、長い果実の余韻が残る。1979年
にオーク・ノルに植えられた自社畑とカーネロス、ロス・アミガスにある
自社畑のブドウを使用。約36ヶ月の熟成期間を経て、ノンフィルターでボ
トリング。生産量492ケース。

\9,000
赤 Cabernet Sauvignon '17

ナパ･ヴァレー

カベルネ･ソーヴィニヨン83%/カベルネ･フラン17%　
Alc.15.1%　

12391 カベルネ･フラン '16 凝縮したダークフルーツにドライハーブ、スパイスの風味が重なり、非常
に芳香なアロマが展開され、熟度の高さが香りから嗅ぎ取れる。ミディア
ムからフルボディで、マイルドなタンニンが充実感を与え旨味のあるス
パイスの風味が果実とともに長い余韻へ導く。

\12,000
赤 Cabernet Franc '16 年･↑

ナパ･ヴァレー

カベルネ･フラン95.2%/カベルネ･ソーヴィニヨン4.8%　
Alc.14.6%　

Porter Creek
ポーター・クリーク

1977年創業の家族経営ブティックワイナリー。ルシアン・リヴァー・ヴァレー、ウェス
トサイド・ロード沿いの斜面の畑から卓越したシャルドネとピノ・ノワールが造られ
る。2007年にデメター・バイオダイナミック認証を取得。

10630 シャルドネ '15 スパイスがかったリンゴにほのかなスパイスの風味が重なり、切れの
ある酸と硬質なミネラル感が調和。純粋で、一貫してクリーンなテクス
チャーが続き、最後にオリ由来の旨みが長く残る。ヒルサイドの自社畑と
ワイナリー近隣に位置する樹齢35年の契約畑のブドウを自然酵母で樽発
酵させ造られる。

\6,000
白 Chardonnay '15

ソノマ、ルシアン･リヴァー･ヴァレー

シャルドネ　Alc.13.1%　

10631 オールド･ヴァイン･カリニャン '14 鮮やかな赤紫色で、黒スグリ、プラム、チェリーのアロマにスパイスの風
味が縁取り、華やかな香りが立つ。きめ細やかく、しなやかな口当たりの
もと、シルキーに熟したタンニンのグリップが全体を引き締め、ミネラ
リーなフィニッシュが続く。1939年にメンドシノ・カウンティ内陸地に植
えられた単一畑のブドウから低収量で造られる。

\4,200
赤 Old Vine Carignan '14

メンドシノ･カウンティ

カリニャン100%　Alc.13.0%　

11242 ピノ･ノワール･フィオーナ･ヒル '16 野生のベリーに森林の香りが重なり、魅力的なフローラルなアロマが漂
う。古木由来の凝縮味とシルキーなタンニンが複雑味を帯びた味わいに
溶け込み、ミディアムな重量感で、長いシルキーな余韻がつづく。傾斜20
度の南向き斜面に密植された区画から生み出されるフラッグシップ。

\7,500
赤 Pinot Noir Fiona Hill '16

ソノマ、ルシアン･リヴァー･ヴァレー

ピノ･ノワール　Alc.13.4%　
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Ryder Estate
ライダー・エステート

モントレー・カウンティに広大な自社畑を所有するシャイド・ヴィンヤーズのブラン
ド。同カウンティにまたがる冷涼地区と温暖地区の畑から、それぞれ品種の特徴が純
粋に表現され、バランスに優れたワインが造られる。

12180 ソーヴィニヨン･ブラン S'21 青リンゴとアプリコットの果実が柑橘、グレープフルーツ、グアヴァの
アロマに導かれて、ハーブの風味がほのかに縁取る。冷涼なモントレー・
カウンティの気候を生かした、フレッシュで、爽快なソーヴィニヨン・ブ
ラン。

\2,200
白 Sauvignon Blanc S'21

カリフォルニア州

ソーヴィニヨン･ブラン　Alc.13.6%　

12396 シャルドネ S'21 明るく、軽快なトロピカルフルーツのアロマが洋ナシ、リンゴの果実に溶
け込み、ほのかにバニラの風味が縁取る。ワインの一部樽熟成させること
で、ふくよかなテクスチュアを加えている。

\2,300
白 Chardonnay S'21 年

カリフォルニア州

シャルドネ　Alc.13.3%　

11707 シラー '19 プラム、ブルーベリーにモカとバニラの風味がほのかに混じり、ジュー
シーにスムーズ。モントレー南部の温暖な地区のブドウを主に使用した、
熟度と酸のバランスに優れたシラー。

\2,200
赤 Syrah '19 ↑

セントラル･コースト

シラー　Alc.14.3%　

12179 ピノ･ノワール S'20 鮮やかなブラックチェリー、プラムの果実にトースティーなオークの風
味がほのかに縁取り、シルキーなテクスチュアで、親しみやすいスイート
な果実味が広がる。モントレー・カウンティの冷涼地区と温暖地区のブド
ウからバランスよく造られる。

\2,600
赤 Pinot Noir S'20 ↑

カリフォルニア州

ピノ･ノワール　Alc.13.5%　

12395 カベルネ･ソーヴィニヨン '20 ダークベリーとプラムのアロマにほのかにモカの風味が漂い、ソフトな
タンニンのシルキーなタッチで、ジューシーな果実が広がる。温暖なモン
トレー南部に位置する自社畑のブドウを使用。

\2,600
赤 Cabernet Sauvignon '20 年･↑

セントラル･コースト

カベルネ･ソーヴィニヨン　Alc.13.9%　

Spenker
スペンカー

ロダイで3世代に亘り、ジンファンデルを栽培し続けるグローワー。年産2000ケース
の生産で、夫婦二人で営むスーパー・ブティック・ワイナリー。古典的とも呼べるスペ
ンカーのジンファンデルに惚れ込む熱狂的なファンが日本にも多数。

11383 エステート･ジンファンデル '14 凝縮したブラックベリーの果実にシナモンのスパイスの風味が縁取り、
シルキーにスムーズ。ソフトなタンニンがオーク樽のバニラ風味に溶け
込み、スイートな果実と黒胡椒の風味が余韻となって抜けていく。ロダイ
で3世代続く、古典的なジンファンデル。

\5,000
赤 Estate Zinfandel '14 ↑

ロダイ

ジンファンデル　Alc.14.4%　

Terre Rouge
テール・ルージュ

ベイ・エリアでワインショップを経営していたビル・イーストンが1986年にアマドー
ル・カウンティ、シェナンドー・ヴァレーに興したワイナリー。90年代初期のローヌレ
ンジャーのパイオニアのひとりとして知られ、ローヌ品種に特化した個性的なワイン
が造られる。

12178 テット･ア･テット '15 バランスのよさとコストパフォーマンスの高さで知られるテール・ルー
ジュの定番テーブルワイン。GMSブレンドによる絶妙なバランスで、野性
味あるスパイシーさと肉っぽさがしなやかにまとまっている。2015年は
伸びやかな酸があり、きめ細かやかでエレガントな仕上がり。（6ページ参
照）

\4,200
赤 Tete a Tete '15

シエラ･フット･ヒルズ

グルナッシュ39%/ムールヴェードル39%/シラー22%　
Alc.14.6%　

12177 シラー･レ･コート･ド･ルエスト '16 わずかにシラーにヴィオニエを混醸させ、しなやかなテクスチャーとフ
レッシュさを加え、フルボディながら心地よいシルキーなテクスチュア
が広がる。アマドール・カウンティ境界にまたがる標高の高い２つの畑か
ら造られるテール・ルージュの入門的なロングランシラー。（7ページ参
照）［92pts Wine Enthusiast］

\4,200
赤 Syrah Les Cotes de l'Ouest '16

カリフォルニア州

シラー96%/ヴィオニエ4%　Alc.14.8%　

12176 ロートル '14 わずかに褐色した色調で、生肉と様々なスパイスの複雑な香りが立ち、古
木のグルナッシュ由来の土っぽいミネラルが縁取る。ムルヴェードルの
野性味、シラーのあるコクが調和し、何層もの果実とスパイスが複雑に絡
み合い、最後に鉄っぽい余韻を残す。（7ページ参照）

\6,200
赤 L'Autre '14

シエラ･フット･ヒルズ

グルナッシュ75%/ムールヴェードル17%/シラー8%　
Alc.14.5%　
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Varner
ヴァーナー

シャルドネの名手、ヴァーナーがサンタ・クルーズ・マウンテンからサン・ミゲルに拠
点を移し、サンタ・バーバラ・カウンティ、ロス・アラモスの単一畑から南カリフォルニ
アらしい芳醇で、果実味豊かなワインを送り出す。

12402 エル･カミーノ･ヴィンヤード･シャルドネ '17 洋梨、リンゴとネクタリンの芳醇な果実にオリ由来の旨みが溶け込み、柑
橘系の快活な酸が全体を覆い、石っぽいニュアンスを残す。MLFせずにス
テンレスタンクで発酵させ、ステンレスタンク(75%)とフレンチオーク樽

（新樽25％）で熟成し、最後にブレンド。（5ページ参照）

\4,000
白 El Camino Vineyard Chardonnay '17

サンタ･バーバラ･カウンティ

シャルドネ　Alc.14.1%　

12403 ロス･アラモス･ピノ･ノワール '16 スイートなレッドチェリーにスモーク、林床、ドライフラワーの香りが縁
取り、純粋に熟れた果実の特徴が示されている。シルキーなタッチで、8割
をステンレスタンク内で熟成することで、果実の鮮度が高く保持されて
いる。（5ページ参照）

\4,000
赤 Los Alamos Vineyard Pinot Noir '16 新

サンタ･バーバラ･カウンティ

ピノ･ノワール　Alc.13.8%　

オレゴン

A to Z Wineworks
エイ・トゥー・ゼット・ワインワークス

オレゴンワイン産業界に精通した2組のカップルが2002年に興したネゴシアン・プ
ロジェクト。オレゴン州各地にまたがる栽培家からブドウを調達し、巧みなブレンド
によりバランスに優れたワインが造られる。長期契約のもと、契約畑の栽培コンサル
ティングを手がけている。

11135 ロゼ･バブルズ (王冠) NV ピノ・ノワール90％、シャルドネ10%の比率で、タンク内二次発酵方式で
造られるロゼ・スパークリング。チェリー、イチゴ、ネクタリンの果実と
ジューシーな酸味があり、フィニッシュはすっきりとドライ。

［88pts Wine Enthusiast "Editor's Choice" ］

\3,000
発泡ロゼ Rose Bubbles (Crown cap) NV

オレゴン州

ピノ･ノワール90%/シャルドネ10%　Alc.12.7%　残糖13.6g/L

12169 リースリング S'21 アプリコット、マンダリンオレンジ、白桃の果実にフローラルなアロマが
縁どり、重層的な果実味がジューシーに広がる。心地よい残糖の甘みと快
活な酸のバランスのもと、フィニッシュは爽やかにリフレッシュする。ハ
ングタイムが引き延ばされた2021年は理想的なバランスに仕上がった。
リースリングの売上の一部はアメリカ蜜蜂保護活動団体に寄付される。

［91pts &“Editor's Choice”Wine Enthusiast］

\3,300
白 Riesling S'21

オレゴン州

リースリング　Alc.12.0%　残糖18.8g/L

12051 ピノ･グリ S'21 洋ナシ、白桃、アプリコット、パパイヤ、メロンなど芳醇な果実をフレッ
シュな酸が縁取り、充実した果実の風味がシルキーなテクスチュアのも
とでバランスよくまとまっている。

［90pts &“Editor's Choice”Wine Enthusiast］

\3,000
白 Pinot Gris S'21

オレゴン州

ピノ･グリ　Alc.13.2%　残糖6.4g/L

12050 シャルドネ S'20 洋梨、メロン、レモン、白桃の芳醇な果実味を清らかな酸が爽やかに包み
込み、熟れた果実の風味が純粋に表現されている。オレゴン州北部、北東
部、南部各地域にまたがる10の畑のブドウをロットに分け、MLF発酵をブ
ロックし、樽無使用で造られる。

\3,000
白 Chardonnay S'20

オレゴン州

シャルドネ　Alc.13.0%　

12170 ロゼ S'21 バラの花びら、ハイビスカス、ライムの花のフローラルなアロマにイチ
ゴ、スイカ、チェリータルトの風味が重なる。ジューシーで、明るく活気
に満ちた味わいで、最後にグレープフルーツ、柑橘、白桃の果実が伴う。

［90pts &“Editor's Choice”Wine Enthusiast］

\3,300
ロゼ Rose S'21

オレゴン州

サンジョヴェーゼ/ピノ･ノワール　Alc.13.1%　

12351 ピノ･ノワール S'21 フレッシュな赤い果実とフローラルの香りがグラスから放たれ、熟した
ラズベリー、ラベンダー、カシスの果実とオーク、スパイスの風味が優し
く口内に広がる。2021年は9月から晴天のもと、穏やかな気温が長く続き、
豊かな酸味と熟したタンニンが絶妙なバランスで、多くの品種において
完成度の高いヴィンテージとなった。

\4,300
赤 Pinot Noir S'21 年

オレゴン州

ピノ･ノワール　Alc.13.8%　

Bergstro‥m
ベルグストロム

1997年にチュヘイラム・マウンテンズに設立した家族経営のプレミアムワイナリー。
ワイナリーに隣接する自社畑に加えダンディー・ヒルズに所有する畑はすべてバイオ
ダイナミック農法。ワインはそれぞれ高い純粋性と特徴的なクオリティを兼ね備え
る。

12379 オールド･ストーンズ･シャルドネ '20 リンゴと柑橘系果実にブリオッシュの香ばしいアロマが重なり、還元的
なミネラル感が漂う。ピュアで、ほのかなナッツの風味がリンゴの果実に
溶け込み、ミネラリーなフィニッシュが続く。樽熟成後、大型ステンレス
タンクに移し、オリに圧力をかけ熟成を引き伸ばすことで、オリの旨味成
分を最大に取り込んでいる。

\5,200
白 Old Stones Chardonnay '20 年･↑

ウィラメット･ヴァレー

シャルドネ　Alc.13.1%　
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12380 ピノ･ノワール･カンバーランド･リザーヴ '20 ルビー色で、フレッシュなラズベリー、赤スグリ、ザクロ、レッドチェリー
の果実に芳香なポプリなアロマが重なり、シルキーなテクスチュアが広
がる。熟したラズベリーの果実が魅力的に広がり、程よい力強さがあり、
フィニッシュはフレッシュ。ベルグストロムの名刺代わりとなるキュ
ヴェ。

\8,400
赤 Pinot Noir Cumberland Reserve '20 年･↑

ウィラメット･ヴァレー

ピノ･ノワール　Alc.12.6%　

Brooks
ブルックス

オレゴンのバイオダイナミック農法実践の先駆者、故ジミー・ブルックスの遺志を受
け継ぐブティックワイナリー。主にエオラ・ヒルズの自社畑と周辺地区の契約ブドウ
から、リースリングとピノ・ノワールにフォーカスして造られる。

12171 アミカス '21 オレンジの皮、桃の花、マンダリン、ライチ、アプリコットのアロマティッ
クな香りに白桃、パパイヤの芳醇な果実とフェンネル、生姜の風味が重な
り、重層的な味わいが広がる。ほのかな残糖と自然な酸が調和したアルザ
ス高貴品種のブレンドワイン。

\4,300
白 Amycas '21

ウィラメット･ヴァレー

ピノ･グリ30%/ピノ･ブラン24%/マスカット16%/
リースリング15%/ゲヴュルツトラミネール15%　Alc.13.5%
残糖5.25g/L

12172 オーク･リッジ･ゲヴュルツトラミネール '21 オレンジピール、桃の花、温州ミカン、ライチ、アプリコットのアロマのも
と白桃、パパイヤとコリアンダー、フェンネル、生姜のスパイスの風味が
重なり、重層的に口内に広がる。芳香な果実の風味を豊かな酸がドライに
引き締め、エキゾチックな余韻が伴う。

\4,300
白 Oak Ridge Gewurztraminer '21

ワシントン州コロンビア･ゴージ

ゲヴュルツトラミネール100%　Alc.14.1%　

12174 リースリング･ウィラメット･ヴァレー '19 白桃、スターフルーツ、桃の花、メイヤーレモンのアロマにパイナップル、
ピーチネクター、新鮮なアプリコット、洋ナシの皮、ミカンの風味が調和
し、自然な酸が長い余韻となって残る。

\4,300
白 Riesling Willamette Valley '19

ウィラメット･ヴァレー

リースリング　Alc.12.5%　残糖5.6g/L

11024 リースリング･アラ '17 オレンジの花、アメリカンチェリー、ラノリン、パイナップル、ネクタリン
のアロマで、砂糖漬けのライム、マンゴ、ビターオレンジマーマレードが
舌に広がる。重量感とほのかな残糖を舌に感じるが、持続的な酸がテン
ションを高め、エレガントにドライにまとまっている。樹齢25年以上の2
つの畑のブドウから限定数で造られる。［91pts Wine Enthusiast］

\4,500
白 Riesling Ara '17

ウィラメット･ヴァレー

リースリング　Alc.13.3%　残糖3.4g/L

12382 ピノ･ノワール･ウィラメット･ヴァレー '21 適度な重量感のあるミディアムボディで、熟したダークレッドの果実の
特徴が何層もの果実の層となって口内を満たし、ほのかにスパイシーな
トーンがある。ウィラメット・ヴァレーにまたがる複数の畑のブドウから
造られる、ブルックス・ピノ・ノワールのレンジで最も広く流通している
キュヴェ。

\4,800
赤 Pinot Noir Willamette Valley '21 年･↑

ウィラメット･ヴァレー

ピノ･ノワール　Alc.13.7%　

12381 エオラ･アミティ･ヒルズ･ピノ･ノワール '21 ブルックスの所在地、エオラ・アミティ・ヒルズAVAに位置する畑のブドウ
のみを使用した新しいキュベ。レッドカラント、ラズベリーのピュアな赤
い果実はフレッシュで、ほのかなリンゴの果皮の風味があり、華やかな果
実のプロフィールがある。（5ページ参照）

\5,200
赤 Eola Amity Hills Pinor Noir '21 新

ウィラメット･ヴァレー、エオラ･アミティ･ヒルズ

ピノ･ノワール　Alc.13.7%　

12173 ピノ･ノワール･ジャナス '18 ジャナスはワインメーカーが特徴的なクオリティと個性を兼ね備えた
キュベの樽を厳選し、ブレンドして仕上げるワイナリーのフラグシップ。
ブドウの熟度が高まった2018年はリッチに熟した赤い果実の特徴が表現
され、後半から燻製、ベーコンの脂、ナツメグの複雑さが広がる。

\7,000
赤 Pinot Noir Janus '18

ウィラメット･ヴァレー

ピノ･ノワール　Alc.14.6%　

Johan Vineyards
ヨハン・ヴィンヤーズ

ノルウェー人ダグ・ヨハン・サンドビーが2005年、リッカーオール（ヴァン・ダザー・コ
リドーAVA）に25haの畑を購入しワイナリーを設立。現在35haの自社畑に16種類の品
種が植えられる。、デメター・バイオダイナミック認証のブドウは、自社ラベルでの醸
造販売以外、約20のワイナリーへ提供されている。

11698 ペティアン･ナチュレル･ピノ･ノワール (王冠) '20 自生酵母による一次自然発酵が終わらないうちに、蔗糖・酵母を加えずに
瓶内で炭酸ガスを閉じ込めたまま発酵を完結（アンセストラル方式）。自
然に発生した柔らかな泡と果実の甘みが調和し、野生のベリー、スモモの
果実に酵母成分が溶け込み、滑らかに喉を過ぎる。ノンフィルターで瓶詰
めしているため、瓶底に濁りが残る。583ダース生産。

\4,500
微発泡ロゼ Petillant Naturel Pinot Noir (Crown cap) '20

ウィラメット･ヴァレー、ヴァン･ダザー･コリドー

ピノ･ノワール　Alc.12.6%　残糖10.7g/L

12057 グリューナー･ヴェルトリーナー '20 柑橘の果実に果皮由来のフェノール香が混じるエキゾチックなアロマ。
直接圧搾とスキンコンタクトしたワインを最終ブレンドし、フェノール
のストラクチュアとシュルリーによる重層的な複雑な味わいが醸し出さ
れている。2020年は例年よりも酸度が高く、リッチな風味が抑えられ、低
いアルコール度に仕上がった。

\4,800
白 Gruner Veltliner '20

ウィラメット･ヴァレー、ヴァン･ダザー･コリドー

グリューナー･ヴェルトリーナー　Alc.10.8%　
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12388 ブラウフレンキッシュ '19 鮮やかな赤紫色のもと、サワーチェリー、レッドベリーに甘草とほのかな
胡椒の風味が縁取る。きめ細やかなタンニンと清らかな酸が鉄分を帯び
た赤い果実に溶け込み、ミディアムボディで終始エレガントなまとまり
がある。ヨハンはオレゴンでは数少ないブラウフレンキッシュの造り手。

\6,800
赤 Blaufrankisch '19 年･↑

ウィラメット･ヴァレー、ヴァン･ダザー･コリドー

ブラウフレンキッシュ　Alc.14.1%　

12056 ツヴァイゲルト '20 ブルーベリーの青色系果実のアロマは引き寄せられるよう芳香で、透き
通るクリアーな質感のもと、純粋な果実のエキスで満たされている。軽快
にフレッシュで、飲みやすい心地よさがストレートに表現されている。
2020年が初リリース（生産量152ダース）。

\5,600
赤 Zweigelt '20

ウィラメット･ヴァレー、ヴァン･ダザー･コリドー

ツヴァイゲルト　Alc.9.7%　

12055 エステート･ピノ･ノワール '19 35ヘクタールの自社畑の中で地勢、樹齢、台木が異なる複数の区画のブド
ウから造られるヨハン・ピノ・ノワールのスタイルが最も表現されたキュ
ヴェ。淡い色調で、ラズベリー、クランベリーの赤い果実にほのかな土っ
ぽい香りが縁取り、ピュアな赤い果実が終始エレガントに広がる。全体の
4割を全房発酵。［95pts & Top100 Value Wines of 2021, James Suckling］

\5,200
赤 Estate Pinot Noir '19

ウィラメット･ヴァレー、ヴァン･ダザー･コリドー

ピノ･ノワール　Alc.13.0%　

12389 ニルス･ピノ･ノワール '19 ヨハンのラインアップで最も力強さが感じられるキュベで、日当たりの
よい東向きの区画の熟度の高いブドウを厳選して造られる。豊満なテク
スチュアをしっかとしたストラクチュアと酸が支え、土っぽいミネラル
が複雑さとなり、味わいのスケールの幅が大きい。一貫してシルキーで、
充実した果実の余韻が長く残る。（5ページ参照）

\8,000
赤 Nils Pinot Noir '19

ウィラメット･ヴァレー、ヴァン･ダザー･コリドー

ピノ･ノワール　Alc.13.2%　

The Eyrie Vineyards
ジ・アイリー・ヴィンヤーズ

1965年にデイヴィッド・レットがダンディー・ヒルズに設立。ダンディー・ヒルズの5
つの畑はすべて有機農法により栽培。"パパ・ピノ"亡き後、2005年から次男ジェイソン
が栽培・醸造を指揮し、2012年から単一畑シリーズのピノ・ノワールがリリースされ
た。

12398 エステート･ピノ･グリ '21 オレンジの花、蜂蜜、レモンバーベナに微かなバニラの香りが放たれ、黄
色い果実が豊かな酸に裏打ちされたしなやかなテクスチュアを引き立て
る。自生酵母による自然発酵と長期間のシュルリーにより、ふくよかな質
感のもと、自然な酸が長く余韻まで持続する。

\6,400
白 Estate Pinot Gris '21 年･↑

ウィラメット･ヴァレー、ダンディ･ヒルズ

ピノ･グリ　Alc.13.6%　

12399 エステート･シャルドネ '21 果実のアロマは控えめながらも、口内にはスパイスのかかった洋ナシと
ミネラルが中心となって、層となって滋味深く広がる。ジ・アイリーとシ
スターズの畑のブドウを使用しているが、そのうち約6割はデイヴィッ
ド・レットが1964年に植えた樹のマサルセレクション。

\9,000
白 Estate Chardonnay '21 年･↑

ウィラメット･ヴァレー、ダンディ･ヒルズ

シャルドネ　Alc.12.7%　

12419 エステート･ピノ･ノワール '19 チェリー、イチゴ、ラズベリーの芳香な赤い果実にほのかなスパイスの風
味が縁取り、繊細なニュアンスを感じるプロフィール。2019年は豊富な自
然の酸ときめ細やかなタンニンが果実に調和し、ピュアで美しくバラン
スのとれたフォームに仕上がっている。［96pts James Suckling］

\10,000
赤 Estate Pinot Noir '19 年･↑

ウィラメット･ヴァレー、ダンディ･ヒルズ

ピノ･ノワール　Alc.13.1%　

11933 トゥルソー '19 鮮やかな赤紫色で、ダークベリー、粘土、ベーキングスパイスのアロマで、
滑らかにスムーズな口当たり。ブラックベリー、ザクロ、ルバーブ、ハーブ
の風味を上品な酸が引き立て、抑えられたアルコール度のもと、細やかな
タンニンが余韻まで伴う。トゥルソーは2012年にシスターズの畑に植え
られ、2015年が初リリース。

\6,500
赤 Trousseau '19

ウィラメット･ヴァレー、ダンディ･ヒルズ

トゥルソー　Alc.12.9%　

11375 ピノ･ムニエ '16 淡い色調でチェリー、ラズベリーに土っぽい香りが縁取り、赤い果実が軽
やかなタンニンとともに余韻まで優しく抜けていく。2000年以降、オリ
ジナル・ヴィンヤードがフィロキセラ禍にかかって以来、ダフネ・ヴィン
ヤードに穂木が植えられ、毎年僅かながら、生産が継続されている。（生産
量200ダース）［97pts Decanter］

\9,000
赤 Pinot Meunier '16

ウィラメット･ヴァレー、ダンディ･ヒルズ

ピノ･ムニエ100%　Alc.13.0%　

11924 ジ･アイリー･ピノ･ノワール '17 赤いベリーのピュアなアロマに森林の芳香な香りが縁取り、ニュアンス
に富んだ複雑なプロフィール。舌には瑞々しいレッドチェリーの果実が
ミディアムな重量感のもとで、フィニッシュまで甘く熟した純粋な果実
が心地よく広がる。ワイナリー設立時、最初に植えられた自根の畑から造
られるアイリーのフラグシップ。［94pts James Suckling］

\14,500
赤 The Eyrie Pinot Noir '17

ウィラメット･ヴァレー、ダンディ･ヒルズ

ピノ･ノワール　Alc.13.3%　
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Amalaya
アマラヤ

アンデスの麓はサルタ州カルチャキ・ヴァレー。標高2000メートル級の畑では昼は乾
燥して日照が強く、夜は急激に冷え込む。果実の凝縮感ときれいな酸のバランスに恵
まれたエレガントなスタイルは国際的にも高い評価。

11968 ホワイト S'21 グレープフルーツやレモンピールの柑橘の爽快なアロマ。滑らかな口当
たりとともに引き締まった酸とミネラルがバランスよく調和し、余韻は
すっきりとドライ。アルゼンチンを代表する白品種トロンテスとリース
リングを標高1,800mの自社単一畑で栽培、手摘みして低温発酵。

\1,500
白 White S'21

サルタ州ヴァレ･カルチャキ

トロンテス85%/リースリング15%　Alc.13.2%　

12427 ロゼ S'22 （3月下旬入荷予定） サルタ州ヴァレ･カルチャキ \1,500
ロゼ Rose S'22 マルベック95%/トロンテス5%　 年

11967 マルベック '20 しっかり熟したイチゴやラズベリー、エレガントな花のアロマに胡椒や
スパイスがほのかに混じり、フレッシュな赤い果実を樽由来のバニラと
スパイシーな風味、柔らかいタンニンが優しく包み込む。ブドウは極めて
降雨量の少ない高標高の山岳地帯カルチャキ・ヴァレーの地下水脈のあ
る畑で栽培され、全体の25%をフレンチオーク樽で8ヶ月間熟成。（3ペー
ジ参照）［90pts Tim Atkin］

\2,150
赤 Malbec '20 年･↑

サルタ州ヴァレ･カルチャキ

マルベック85%/タナ10%/プティヴェルド5%　Alc.14.1%　

12425 グラン･コルテ･マルベック '21 （3月下旬入荷予定） サルタ州ヴァレ･カルチャキ \2,800
赤 Gran Corte Malbec '21 マルベック85%/カベルネ･フラン9%/タナ6%　 年

Bodega Colome
ボデガ・コロメ

1831年設立の現存するアルゼンチン最古のワイナリー。アンデス山脈の麓、標高2200
―3100メートルにある畑では自然農法によりブドウを栽培。エレガントな風味は、専
門誌上でも国際的に高い評価を得ている。5スターなみのホテル、ジェームス・タレル
の光の美術館も完備。

11974 トロンテス S'21 フローラルなバラの香りとともにグレープフルーツ、柑橘のアロマが広
がる。新鮮な果実はほのかなスパイスの風味とともにたっぷりと口中を
満たし、品よくドライな余韻が長く続く。標高約1,700mと2,300mの2つの
自社畑のブドウ（樹齢30-60年）を12℃の低温で発酵、ステンレス槽で澱と
ともに熟成。［95pts & Gold, Decanter World Wine Awards 2022］

\2,000
白 Torrontes S'21

サルタ州ヴァレ･カルチャキ

トロンテス100%　Alc.13.0%　

12430 エステート･マルベック '21 （3月下旬入荷予定） サルタ州ヴァレ･カルチャキ \3,500
赤 Estate Malbec '21 マルベック100%　 年

10285 ロテ･エスペシアル･ソーヴィニヨン･ブラン '16 黄金色で、白い果実、花、ミネラルのエキゾチックな香りで、複雑。爽やか
草の香りがしっかとしたボディに溶け込み、長いミネラルの余韻を残す。
コロメの畑のなかでも、最も高い標高3000mの畑で栽培されたブドウの
25％を樽発酵。テロワールの表現を目的とした”ロテ・エスペシアル（スペ
シャル・ロット）”シリーズの一つ。

\4,500
白 Lote Especial Sauvignon Blanc '16

サルタ州ヴァレ･カルチャキ

ソーヴィニヨン･ブラン100%　Alc.13.9%　

12433 ロテ･エスペシアル･タナ '21 （3月下旬入荷予定） サルタ州ヴァレ･カルチャキ \3,700
赤 Lote Especial Tannat '21 タナ100%　 年･↑

11972 ロテ･エスペシアル･ボナルダ '21 黒と赤の果実にミントが清涼感を加え、フレッシュさとボリューム感が
適度にバランス。メンドーサに多く見られるボナルダの新たな個性を引
き出すことを目指し、ブドウは標高2,300mに位置する岩がちで痩せた土
壌の自社単一畑で栽培、10ヶ月間オーク樽熟成。

\3,400
赤 Lote Especial Bonarda '21

サルタ州ヴァレ･カルチャキ

ボナルダ100%　Alc.14.4%　

10290 ロテ･エスペシアル･ピノ･ノワール '15 黒スグリ、ラズベリーの赤い果実にとスパイスとフローラルな香りが縁
取り、複雑で凝縮した風味が立ち込める。フレッシュで、いくつもの赤い
果実味が口内に広がり、タンニンのストラクチャーと力強い持続性があ
る。"ロテ・エスペシアル（スペシャル・ロット）"は最も高い標高の畑で、岩
が多く混じる痩せた土壌から低収量のもとで、限定数で造られる。

［90pts Decanter］

\9,600
赤 Lote Especial Pinot Noir '15

サルタ州ヴァレ･カルチャキ

ピノ･ノワール100%　Alc.13.7%　

11525 ロテ･エスペシアル･シラー '19 ブラックベリーなど豊潤な黒い果実と黒コショウなどのスパイスがトー
スティなオーク樽の風味に溶け込み、きめ細やかなタンニンとともに舌
を覆う。力強さと溌溂としたフレッシュさを兼ね備えたフルボディ。標高
2,300mの自社畑で標高の高さから果皮はほぼ黒色と言えるまでに成熟し
たブドウを18ヶ月間樽熟成。

\3,000
赤 Lote Especial Syrah '19

サルタ州ヴァレ･カルチャキ

シラー100%　Alc.14.8%　

12432 ロテ･エスペシアル･マルベック･ラ･ブラバ '21
（3月下旬入荷予定）

サルタ州ヴァレ･カルチャキ \3,700

赤 Lote Especial Malbec La Brava '21 マルベック100%　 年･↑
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11970 アウテンティコ･マルベック '20 チェリー、ブラックベリー、カシスの瑞々しいアロマ、凝縮した果実に丸
みのあるタンニンが溶け込み、まとまりのある味わい。標高2,300mの自社
畑で栽培されるブドウは強い紫外線にさらされて果皮が厚く、凝縮感と
溌剌とした酸を備える。タンクで10ヶ月間熟成後、10ヶ月間瓶熟しリリー
ス（樽不使用）。限りなく自然な方法で醸造しその土地本来の風味（アウテ
ンティコ）の表現を目指す。

\5,600
赤 Autentico Malbec '20

サルタ州ヴァレ･カルチャキ

マルベック100%　Alc.14.7%　

11969 1831･マルベック '18 現存するアルゼンチン最古のワイナリー、ボデガ・コロメの設立当時、
1831年から続く古木畑（樹齢100年以上）から少量造られる。フルボティの
凝縮感が力強くもエレガント。完熟した黒い果実にスパイスの風味が溶
け込み、清らかな酸と丸みのあるタンニンが全体をしなやかに支える。新
樽および2年使用フレンチオーク小樽で18ヶ月間熟成。

\10,500
赤 1831 Malbec '18

サルタ州ヴァレ･カルチャキ

マルベック100%　Alc.15.3%　

11975 エル･アレナル･マルベック '20 快活に凝縮した黒い果実に白胡椒の爽やかなスパイスと樽の香ばしさが
溶け合い、力強いタンニンに支えられた堅固な骨格が長く複雑な余韻に
導く。標高2,600ｍの単一畑エル・アレナル（“砂地”の意味）は、ナパで山岳
ワインを手がけたヘス夫妻がボデガ・コロメを購入するきっかけとなっ
た畑で、2001年購入当初に植え付けた樹のブドウをフレンチオーク樽で
12ヶ月間熟成後、6ヶ月間瓶熟成。［94pts Tim Atkin MW］

\10,500
赤 El Arenal Malbec '20

サルタ州ヴァレ･カルチャキ

マルベック100%　Alc.14.8%　

11976 アルトゥーラ･マクシマ･マルベック '17 フレッシュに引き締まった酸が凝縮感した果実を支え、緻密な質感は力
強さとエレガントさを兼ね備えている。世界有数の高標高畑アルトゥー
ラ・マクシマ（標高3,111m）のブドウは乾燥した空気と強い紫外線、昼夜の
極端な寒暖差にさらされ、厚い果皮と豊かな酸を備える。フレンチオーク
樽で24ヶ月間熟成。［94pts Vinous］

\18,000
赤 Altura Maxima Malbec '17

サルタ州ヴァレ･カルチャキ

マルベック100%　Alc.15.6%　

チリ

Koyle
コイレ

1885年から6世代にわたる栽培醸造家のウンドラーガが2006年に設立したプレミア
ム・ワイナリー。コルチャグア・ヴァレーでもっとも標高の高いアルト・コルチャグア
地区の自社畑はバイオダイナミック農法で赤ワインのみ。海に近い冷涼な契約農家か
ら白を少々つくる。

11833 コスタ･ソーヴィニヨン･ブラン･クアルソ S'21 ホワイトティー（中国茶）やレモンの皮にフレッシュな生姜の風味が伴
い、持続的で爽快な酸がジューシーな果実の味わいを引き締める。沿岸地
域の畑のブドウを10～12℃の低温発酵後、ステンレス槽で澱とともに4ヶ
月間熟成。クアルソの名は畑の土壌に石英（クオーツ）が多く含まれるこ
とにちなむ。

\2,150
白 Costa Sauvignon Blanc Cuarzo S'21

パレドネス、コルチャグア･コースト

ソーヴィニヨン･ブラン100%　Alc.12.5%　

11193 ドン･カンデ･マスカット '18 ネクタリン、ライチ、熟したアプリコットにマスタード・シードが混じる
フレッシュな香り立ち。フレッシュな切れがあり、かすかな塩味のあるド
ライな仕上がり。ドン・カンデ（カンデラリオ氏）が所有する無灌漑栽培の
畑の樹齢50年以上のブドウを自生酵母で発酵させ、発酵終了後すぐに瓶
詰め。

\2,150
白 Don Cande Muscat '18

イタタ･ヴァレー

マスカット100%　Alc.11.9%　

11836 ドン･カンデ･サンソー '21 フレッシュな赤い果実をハーブの風味が縁取り、活力あるストラク
チャーを備えている。ほのかな塩っぽさとミネラルが優雅に均衡し、長
い余韻に続く。樹齢50年以上となる無灌漑栽培畑のブドウを卵型コンク
リート槽で自然発酵、6ヶ月間熟成（SO2不使用）。

\2,150
赤 Don Cande Cinsault '21

イタタ･ヴァレー

サンソー100%　Alc.13.8%　

11840 フロール･デ･ラベリント･ロゼ '21 完熟したメロンや桃のアロマに、フレッシュな柑橘の風味が伴い、冷涼
ヴィンテージならではの清涼な酸が全体を引き締める。この地に自生の
“コイレ”の花の形を模した自社畑「フロール・ド・ラベリント（迷宮の花）」
のバイオダイナミック栽培ブドウを手摘みし、10～12℃で低温発酵、澱と
ともに4ヶ月間熟成。

\2,150
ロゼ Flor de Laberinto Rose '21

コルチャグア･ヴァレー

グルナッシュ70%/ムールヴェードル30%　Alc.12.4%　

11169 キュヴェ･ロス･リンゲス･シラー '16 ドライハーブや黒スグリ、土っぽさのある香り。クリーンな果実味が口の
中に広がり、上品できめ細かいタンニンが長いフィニッシュへと続く。ブ
ドウは岩が多く混じる土壌の自社畑でバイオダイナミック栽培、フレン
チオーク樽で12ヶ月熟成。

\1,800
赤 Cuvee Los Lingues Syrah '16

コルチャグア･ヴァレー

シラー95%/マルベック5%　Alc.14.2%　

11835 キュヴェ･ロス･リンゲス･カルメネール '19 ハーブ、ブラックベリーにサンダルウッド、スパイスの風味が複雑に混じ
る。テンプラニーリョに由来するタンニンはビロードのように滑らかで、
ロス・リンゲスの花崗岩土壌の畑らしいミネラリーでエレガントな余韻。
手摘みブドウは選果後、10℃で5日間低温浸漬してから自然発酵、フレン
チオーク樽で14ヶ月熟成。

［4.5 stars The Wine Kindom Blind Tasting Vol.132］

\1,800
赤 Cuvee Los Lingues Carmenere '19

コルチャグア･ヴァレー

カルメネール85%/テンプラニーリョ9%/プティヴェルド6%
Alc.14.0%　
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11167 キュヴェ･ロス･リンゲス･カベルネ･ソーヴィニヨン '16 赤スグリやプラムの濃厚な香りにスパイスやチョコレートのニュアン
ス。冷涼な年ならではの伸びのある酸とミネラルに滑らかなタンニンが
重なり、エレガントな余韻が長く続く。樹1本あたり1.5kgという超低収量
で栽培される畑（バイオダイナミック育成）のブドウを手摘み、フレンチ
オーク樽で12ケ月熟成。［90pts Descorchados］

\1,800
赤 Cuvee Los Lingues Cabernet Sauvignon '16

コルチャグア･ヴァレー

カベルネ･ソーヴィニヨン85%/マルベック10%/
プティヴェルド3%/テンプラニーリョ2%　Alc.13.6%　

11839 ロヤール･シラー '19 カシス、ブラックベリー、ラズベリーのアロマに微かなミネラルが伴い、
凝縮感のある果実にグルナッシュ由来のジューシーさが心地よいアクセ
ントを加えている。高密植でバイオダイナミック栽培される自社畑ブド
ウをフレンチオーク樽で18ヶ月間熟成、無濾過で瓶詰め。

\3,200
赤 Royale Syrah '19

コルチャグア･ヴァレー

シラー85%/グルナッシュ15%　Alc.14.8%　

11838 ロヤール･カルメネール '18 ブラックベリーにスパイシーなサンダルウッドや森林の香り。カベルネ・
フランのグリップのあるタンニンが果実味を引き立て、シルキーで長い
余韻に続く。フレンチオーク樽で18ヶ月間熟成。ロス・リンゲス地区の痩
せた花崗岩質土壌のバイオダイナミック栽培畑で密植、一株あたり1kgの
低収量に抑えられる。［94pts Tim Atkin MW］

\3,200
赤 Royale Carmenere '18

コルチャグア･ヴァレー

カルメネール85%/プティヴェルド7%/カベルネ･フラン5%/
マルベック3%　Alc.14.7%　

11837 ロヤール･カベルネ･ソーヴィニヨン '18 新鮮な果実のアロマにハーブやタバコが複雑さを加え、ジューシーな果
実味をきめ細かいタンニンが緻密に覆い、長くミネラリーな余韻に続く。
ロス・リンゲス地区の痩せた花崗岩質土壌の畑で一株あたり1kg（ワイン
1本分）の低収量栽培した手摘みブドウをフレンチオーク樽で18ヶ月間
熟成。

\3,200
赤 Royale Cabernet Sauvignon '18

コルチャグア･ヴァレー

カベルネ･ソーヴィニヨン85%/カベルネ･フラン9%/
プティヴェルド6%　Alc.14.9%　

11831 セロ･バサルト '19 野イチゴやラズベリーの新鮮なアロマをシナモンや月桂樹、タバコがス
モーキーに彩る。きめ細かいタンニンがしなやかな骨格となり、ミネラ
リーな余韻に導く。ロス・リンゲス地区北部の火山性玄武岩土壌の自社畑

（セロ・バサルト＝玄武岩の丘）で、超密植・低収量栽培されたブドウを卵
型コンクリート槽とオーク樽で18ヶ月間熟成。

\5,300
赤 Cerro Basalto '19

コルチャグア･ヴァレー

ムールヴェードル36%/グルナッシュ35%/カリニャン21%/
シラー8%　Alc.14.3%　

10950 セロ･バサルト･クアルテル･G2 '16 明るい紫色で、純粋で清らかな香りのもと、スパイシーさと黒鉛の複雑
なタッチがある。玄武岩の影響を受けた絹のようで滑らかなタンニンと
ジューシーでミネラルな余韻が長く残る。ロス・リンゲスの北、セロ・バサ
ルト（バサルト丘）の鉄分を多く含む火山性玄武岩土壌の畑のカルメネー
ルとカベルネ・フランによるブレンド。［95pts Wine Advocate］

\6,000
赤 Cerro Basalto Cuartel G2 '16 ↑

コルチャグア･ヴァレー

カルメネール75%/カベルネ･フラン25%　Alc.14.2%　

10568 アウマ '13 プラム、ブラックベリー、黒スグリの複雑で野性的なアロマに紅茶、林床
のニュアンスが混じり、芳醇。芳醇な果実の旨みをきめ細かいタンニンが
覆い、エレガントにまとまっている。フレンチオーク樽で発酵、24ヶ月間
熟成後にブレンド後、コンクリート製卵型タンクで9ヶ月間熟成し瓶詰
め。［93pts Wine Enthusiast ］

\12,000
赤 Auma '13

コルチャグア･ヴァレー

カルメネール50%/カベルネ･ソーヴィニヨン23%/
カベルネ･フラン12%/マルベック7%/メルロ5%/
プティヴェルド3%　Alc.14.8%　

Matetic
マテティック

サンアントニオにあるロサリオ・ヴァレーでホテル経営をしていたマテティック・
ファミリーが多角化のために1999年に設立したワイナリー。当初より一貫してオー
ガニックおよびバイオダイナミックでのブドウ栽培をめざし、現在すべての畑が認証
を得る。

11830 コラリージョ･ソーヴィニヨン･ブラン S'21 柑橘のアロマにはハーブやミネラルが伴い、新鮮な果実がジューシーに
口中を満たし、余韻に伴うかすかな塩っぽさが味わいをすっきりと上品
にまとめる。冷涼な海洋性気候の自社畑でバイオダイナミック栽培さ
れるブドウを手摘みし30日かけて低温発酵、澱とともに3ヶ月間熟成。

［91pts Descorchados］

\1,680
白 Corralillo Sauvignon Blanc S'21

サン･アントニオ･ヴァレー

ソーヴィニヨン･ブラン100%　Alc.13.5%　

11163 コラリージョ･ソーヴィニヨン･ブラン (375ml) S'18 サン･アントニオ･ヴァレー \1,000
白 Corralillo Sauvignon Blanc (375ml) S'18 ソーヴィニヨン･ブラン100%　Alc.13.6%　

11391 コラリージョ･ピノ･ノワール S'17 イチゴ、ラズベリーの赤い果実に、ほのかなスパイスとブルーベリーが層
をなす。溌剌と伸びやかな酸とジューシーな果実味が柔らかいタンニン
とともに心地良く口内を満たす。太平洋岸に近く昼夜の寒暖差が大きい
ロサリオ・ヴァレーに位置するバイオダイナミック認証畑のブドウを手
摘みし、フレンチオーク樽で11ヶ月間熟成。

\2,800
赤 Corralillo Pinot Noir S'17

カサブランカ･ヴァレー

ピノ･ノワール100%　Alc.14.0%　

10964 コラリージョ･ピノ･ノワール (375ml) S'15 サン･アントニオ･ヴァレー \2,000
赤 Corralillo Pinot Noir (375ml) S'15 ピノ･ノワール　Alc.14.2%　

9701 コラリージョ･シラー '13 赤い果実のアロマにスミレ、コショウが混じり、チョコとスパイシーな
オークの風味が味わいをバランスよくまとめている。しなやかな骨格と
複雑さがあり、タンニンを伴う持続的な余韻がある。有機栽培・バイオダ
イナミック栽培のブドウを天然酵母で自然発酵。樽熟成14ヶ月。

［92pts Wine Advocate］

\3,200
赤 Corralillo Syrah '13

サン･アントニオ･ヴァレー

シラー100%　Alc.14.4%　
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11392 EQ･シャルドネ '16 柑橘とトロピカルフルーツのアロマにハチミツが芳醇。厚みのある口当
たりを生き生きとした豊かな酸が引き締め、ほのかに塩っぽさが伴う。自
社畑で有機、バイオダイナミック栽培したブドウを自生酵母で樽発酵、
12ヶ間樽熟成。

\3,200
白 EQ Chardonnay '16

サン･アントニオ･ヴァレー

シャルドネ　Alc.13.9%　

11393 EQ･シラー '15 フローラルなスミレのアロマに胡椒、スパイス、湿った土の風味。充実し
た果実が溌溂とした酸に支えられ、滑らかに舌を覆う。サン・アントニオ・
ヴァレー北部、冷涼地区のロサリオ・ヴァレーのバイオダイナミック栽培
のブドウをフレンチオーク樽で18－22ヶ月間熟成。チリ冷涼地シラーの
先駆けとして国際的にも高い評価を得るブティックワイナリー。

［95pts James Suckling］

\4,800
赤 EQ Syrah '15

サン･アントニオ･ヴァレー

シラー　Alc.14.5%　

Nahuen
 ナウエン

冷涼な沿岸地域のサン・アントニオにあるマテティックがコルチャグア・ヴァレーの
テラプラを統合し1999年設立したマテティック・ワイン・グループは、マイポ、コル
チャグア、カサブランカなど、チリの8つのヴァレーから品種ごとにその最良のテロ
ワールを表現するワインを造るべく、土着のマプチェ族のエネルギーを意味する「ナ
ウエン」をグループのラベルに加えました。

12375 レゼルバ･エスペシアル･ソーヴィニヨン･ブラン S'22
（3月下旬入荷予定）

クリコ･ヴァレー \1,200

白 Reserva Especial Sauvignon Blanc S'22 ソーヴィニヨン･ブラン 年

11828 レゼルバ･エスペシアル･シャルドネ S'21 クリコ･ヴァレー \1,200
白 Reserva Especial Chardonnay S'21 シャルドネ　Alc.12.8%　 年

11829 レゼルバ･エスペシアル･ピノ･ノワール S'21 イタタ･ヴァレー \1,200
赤 Reserva Especial Pinot Noir S'21 ピノ･ノワール　Alc.13.0%　

11827 レゼルバ･エスペシアル･カベルネ･ソーヴィニヨン S'20 コルチャグア･ヴァレー \1,200
赤 Reserva Especial Cabernet Sauvignon S'20 カベルネ･ソーヴィニヨン　Alc.13.0%　

11825 グラン･レゼルバ･シャルドネ S'20 カサブランカ･ヴァレー \1,500
白 Gran Reserva Chardonnay S'20 シャルドネ　Alc.13.4%　

11826 グラン･レゼルバ･カルメネール '19 コルチャグア･ヴァレー \1,500
赤 Gran Reserva Carmenere '19 カルメネール　Alc.13.5%　

12374 グラン･レゼルバ･カベルネ･ソーヴィニヨン '20
（3月下旬入荷予定）

コルチャグア･ヴァレー \1,800

赤 Gran Reserva Cabernet Sauvignon '20 カベルネ･ソーヴィニヨン　 年･↑

12370 シンコ '20 （3月下旬入荷予定） セントラル･ヴァレー \1,800
赤 Cinco '20 カベルネ･ソーヴィニヨン30%/カベルネ･フラン25%/シラー25%/

マルベック10%/カリニャン10%　
年･↑

シャンパーニュ

de Venoge
ドゥ・ヴノージュ

1837年、スイス人アンリ・マルク・ドゥ・ヴノージュがエペルネに創設したメゾン。早
くから国内外の上流社会溶け込み、アメリカにも進出。世界初のカラーラベルの印刷
などマーケティングに長けると同時に、強く質へこだわり、今も全てのキュヴェに一
番絞り果汁のみを使用。デゴルジュマンとドザージュは瓶裏に記載。

10870 コルドン･ブルー･ブリュット NV 輝きのある黄金色。リンゴ、レモン、ハチミツの幅のある複雑なアロマ。濃
密にエレガントで、アペリティフに適している。［91pts Wine Advocate］

\6,800
発泡白 Cordon Bleu Brut NV

シャンパーニュAOC

ピノ･ノワール33%/シャルドネ33%/ピノ･ムニエ33%　
Alc.12.4%　

10871 コルドン･ブルー･ブリュット (375ml) NV シャンパーニュAOC \3,600
発泡白 Cordon Bleu Brut (375ml) NV ピノ･ノワール33%/シャルドネ33%/ピノ･ムニエ33%　Alc.12.4%　

10872 コルドン･ブルー･ブリュット (1500ml) NV シャンパーニュAOC \13,600
発泡白 Cordon Bleu Brut (1500ml) NV ピノ･ノワール50%/ピノ･ムニエ25%/シャルドネ25%　Alc.12.1%　

10873 コルドン･ブルー･ブリュット (3000ml) NV シャンパーニュAOC \38,800
発泡白 Cordon Bleu Brut (3000ml) NV ピノ･ノワール50%/ピノ･ムニエ25%/シャルドネ25%　Alc.12.1%　
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10875 コルドン･ブルー･ブリュット (9000ml) NV シャンパーニュAOC \120,000
発泡白 Cordon Bleu Brut (9000ml) NV ピノ･ノワール50%/ピノ･ムニエ25%/シャルドネ25%　Alc.12.0%　

10876 コルドン･ブルー･ブリュット･ロゼ NV 淡いサーモンピンク色。フルーティで持続性のあるアタック、まろやかと
快活さがバランスよく均衡し、アペリティフや食後のフルーツなどに適
している。［92pts Wine Advocate］

\8,400
発泡ロゼ Cordon Bleu Brut Rose NV

シャンパーニュAOC

ピノ･ノワール60%/ピノ･ムニエ20%/シャルドネ20%　
Alc.12.2%　

10879 プランス･ブラン･ド･ブラン NV メニル・シュール・オジェとトレパイユの一級と特級畑の果実を使用。白
い花、シトラスのアロマ。フレッシュ感とミネラル感がエレガントさを強
調し、ドザージュを抑え気品ある力強さ。19世紀ヨーロッパ貴族の食卓を
彷彿とさせるオリジナル・デザインのカラフェ型ボトルは世界のトップ
クラス・レストランでも供される。

［91pts Wine Advocate］

\12,000
発泡白 Princes Blanc de Blancs NV

シャンパーニュAOC

シャルドネ100%　Alc.12.3%　

10878 プランス･ブラン･ド･ノワール NV モンターニュ・ド・ランスの一級と特級畑を主体にレ・リセを少量ブレン
ドし、ピノ・ノワールの新鮮な赤い果実と黒スグリのアロマを表現。プラ
ンスの名は、1858年オランダの王太子（プリンス）へのオマージュとし
て造られたワインに由来し、カラフェ型ボトルはオリジナルデザイン。

［93pts Wine Advocate］

\12,000
発泡白 Princes Blanc de Noirs NV

シャンパーニュAOC

ピノ･ノワール100%　Alc.12.3%　

11161 プランス･エクストラ･ブリュット NV モンターニュ・ド・ランス特級畑のピノ・ノワール、コート・デ・ブランの最
上級ピノ・ムニエとシャルドネの緻密で精巧なブレンド。ドザージュを4g
に抑えることで、より繊細なアロマとスパイスが心地よく感じられ、膨ら
みのある果実が優しく口内を覆う。優雅なカラフェ型ボトル入り。

［93pts Wine Advocate］

\12,000
発泡白 Princes Extra Brut NV

シャンパーニュAOC

ピノ･ノワール35%/シャルドネ35%/ピノ･ムニエ30%　
Alc.12.2%　

10877 プランス･ロゼ NV モンターニュ・ド・ランスの特級・一級畑の端正なミネラル感にレ・リセの
果実が量感を加味し、ピュアなピノ・ノワールの味わいを表現。イチゴ、
赤スグリ、シトラスのアロマ。キリッとキレのあるアタック。19世紀ヨー
ロッパ貴族の食卓を彷彿させるオリジナル・デザイン・カラフェ型ボトル
入り。［92pts Wine Advocate］

\12,000
発泡ロゼ Princes Rose NV

シャンパーニュAOC

ピノ･ノワール100%　Alc.12.3%　

11218 プランス･ブラン･ド･ブラン (1500ml) '99 メニル・シュール・オジェのグランクリュ一番搾り果汁のみから造られる
プランスのミレジム。ブリオッシュのアロマと芳醇な果実、品格のある
酸。フィネスとエレガンスに満ちた力強さはメゾンのスタイル。2019年東
京でのシャンパーニュ騎士団叙任式でも大好評を得る。少量の限定生産。

\50,000
発泡白 Princes Blanc de Blancs (1500ml) '99

シャンパーニュAOC

シャルドネ100%　Alc.12.4%　

12150 グラン･ヴァン･デ･プランス･ブラン･ド･ブラン '14 きめ細かい泡とともにブリオッシュやレモンタルトの風味が舌を覆い、
滑らかな質感とミネラルが優雅でたおやか。重層的な立体感と厚みを備
えたブラン・ド・ブラン。グランクリュおよびプルミエクリュの一番搾り
果汁100%で造られる「プランス」レンジで傑出した年にのみリリースさ
れるスペシャル・キュヴェ。［96pts James Suckling］

\20,000
発泡白 Grand Vin des Princes Blanc de Blancs '14

シャンパーニュAOC

シャルドネ100%　Alc.12.0%　

12151 グラン･ヴァン･デ･プランス･ロゼ '14 クリーミーな泡立ち、ふくよかな赤い果実にスパイス芳醇な旨みが複雑
に混じりエネルギーに満ちた優雅な余韻が長く続く。特級畑ブドウにロ
ゼワインで名高いレ・リセ村のブドウをブレンド。NVプレスティージュ・
キュヴェとして名高い「プランス」レンジより傑出した年にのみ瓶内熟成
72ヶ月以上を経てリリース。［97pts James Suckling］

\20,000
発泡ロゼ Grand Vin des Princes Rose '14

シャンパーニュAOC

ピノ･ノワール100%　Alc.12.2%　

11661 ルイ15世 '12 柑橘や白い花の鮮やかなアロマに、バニラ、スパイス、ブリオッシュが優
雅に層をなし、ふくらみのある果実と複雑な旨み、しなやかな酸、石灰質
由来のミネラルが均整の取れた美しい融合を見せている。グランクリュ
のブドウの一番搾り果汁のみを用いる、ドゥ・ヴノージュのトップキュ
ヴェ。2012年はMLFなしで造られた。［96pts James Suckling］

\45,000
発泡白 Louis XV '12

シャンパーニュAOC

ピノ･ノワール50%/シャルドネ50%　Alc.12.2%　

10881 ルイ15世 '08 グランクリュのシャルドネ（アヴィーズ、オジェ、メニル・シュール・オ
ジェ）とピノ・ノワール（ヴェルズネ、ブジ―）。それまでのルイ15世で最高
の出来。ノン・マロラクティック発酵の最初のヴィンテージ。1728年最初
にワインを瓶で輸送販売することをシャンパーニュのみに許可したルイ
15世を称えた命名。［93pts Wine Advocate］

\45,000
発泡白 Louis XV '08

シャンパーニュAOC

シャルドネ50%/ピノ･ノワール50%　Alc.12.0%　

10880 ルイ15世 '96 特級畑の果実のみで造られるドゥ・ヴノージュのトップキュヴェ。ピノ・
ノワールはヴェルズネイ、アンボネイ、マイイ、ブジーから、シャルドネは
クラマン、メニル＝シュール＝オジェ、シュイイ、アヴィズから。120ヶ月
以上の瓶内熟成。複雑なアロマとミネラリーな量感。キレの良いフィニッ
シュ。［96pts Wine Advocate］

\48,000
発泡白 Louis XV '96

シャンパーニュAOC

シャルドネ50%/ピノ･ノワール50%　Alc.12.0%　

12291 ルイ15世 (戴冠300年記念) '96 26年間の超長期熟成によるきわめて複雑で洗練された芳香と、奥行きの
ある旨み、熟成感が優雅に広がる。1928年と並んで20世紀最高と評される
1996年の特級畑一番搾り果汁のみから造られ、ルイ15世の戴冠300年と
なる2022年6月に5000本限定でデゴルジュマン、シリアルナンバー入り
でリリースされた稀少性の高い究極のキュヴェ。［98pts James Suckling］

\80,000
発泡白 Louis XV (300eme Anniversaire du Sacre) '96

シャンパーニュAOC

シャルドネ50%/ピノ･ノワール50%　Alc.12.0%　
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12149 ルイ15世･ロゼ '12 単一年グランクリュ100%のトップキュヴェ。クリーミーな泡とともにレ
モンやワイルド・ストロベリーのチャーミングな果実が舌を覆い、純粋な
果実がもたらす旨みとコク、しなやかな酸がフィネスに満ちた優雅な味
わいを構成する。2012年は今世紀屈指のグレートヴィンテージ、極めて良
質な一番搾り果汁のみからMLFなしで造られ、評論家らにも高く評価され
る。［98pts James Suckling］

\50,000
発泡ロゼ Louis XV Rose '12

シャンパーニュAOC

ピノ･ノワール50%/シャルドネ50%　Alc.12.3%　

ポルトガル

Fitapreta
フィタプレタ

その高い独創性で注目される醸造家アントニオ・マサニータ率いるポルトガルのプレ
ミアムワイナリー。アレンテージョ地方に伝わる土着品種、混植、アンフォラといった
伝統が持つ潜在力を卓越したセンスと現代的な醸造法によって引き出し、洗練された
高品質ワインを生みだす。

12271 ホワイト '21 柑橘のフレッシュなアロマがミネラルに縁どられ、豊潤な果実と適度に
厚みのあるテクスチャーを貫く伸びやかな酸が瑞々しく爽快な余韻に導
く。2つの畑で栽培される土着品種5種類を手摘み、10%は旧樽発酵、2月末
まで澱とともに熟成。フィタプレタの名は醸造家の親しい家族のファミ
リーネームにちなむ。

\2,850
白 White '21

アレンテジャーノ IGP

ロウペイロ/ラボ･デ･オヴェーリャ/アリント/タマレス(トリ
ンカデイラ･ダス･プラタス)/アリカンテ･ブランコ(ボアル･デ
･アリカンテ)　Alc.12.7%　

12267 ブランコ･デ･ターリャ '20 フレッシュで純粋な果実味に伴うほのかな土っぽさが飲みごたえと味わ
いの奥行きとなり、テンションある酸とミネラルが全体をまとめている。
土着の2品種を手摘み、全房圧搾後、1946年製の1000Lターリャ（アンフォ
ラ）で28日間かけて低温発酵、ステンレス槽で熟成。大型のアンフォラを
用いた醸造はアレンテージョ地方の中世からの伝統でもある。（3ページ
参照）

\4,800
白 Branco de Talha '20 新

アレンテジャーノ IGP

ロウペイロ70%/アンタォン･ヴァス30%　Alc.12.6%　

11961 パルピテ･ホワイト '19 グレープフルーツとスパイスの香りにクリームが複雑に混じる。質感は
リッチに滑らかで、クリーンな酸と樽由来のコクがバランスし、長い余韻
はわずかにスパイシー。ブドウの30%はフィールドブレンドで、全房圧搾
し樽発酵（10%は自然にマロラクティック発酵）。澱をかき混ぜながらフ
レンチオーク樽（新樽率50%）で15ヶ月間熟成。

\4,800
白 Palpite White '19

アレンテジャーノ IGP

アリント63%/タマレス(トリンカデイラ･ダス･プラタス)7%/
フィールド･ブレンド白 30%　Alc.13.6%　

11965 トリンカデイラ･ダス･プラタス '19 パイナップルや柑橘の芳醇なアロマ。清らかなテンションある口当たり
で、柑橘の果実に伴うしなやかな酸が持続的で爽やかな余韻に導く。樹齢
51年になる単一畑ブドウを50％旧樽で自然発酵、澱とともに12ヶ月間熟
成。発酵終了まで亜硫酸塩無添加。アレンテージョで長く栽培されてきた
土着品種タマレス（=トリンカデイラ・ダス・プラタス）100%のワインは珍
しい。生産量1,940本。

\6,000
白 Trincadeira das Pratas '19

アレンテージョ DOC

タマレス(トリンカデイラ･ダス･プラタス)100%　Alc.12.4%
　

11963 ア･ラランジャ･メカニカ '20 シロップ漬けのオレンジやカリンの芳醇な香りに微かな熟成香が伴い、
力強く奥行きがある。土着白7品種のオレンジワインで、ブドウは優しく
プレスしてフリーラン果汁と10-15%の果汁が残るマストに分ける。マス
トは7日間果皮浸漬して再度圧搾、発酵し最後にフリーランとブレンド。
亜硫酸塩無添加、無濾過。ラランジャ・メカニカは機械じかけのオレンジ
の意味で「時計じかけのオレンジ」にかけた名前。

\4,800
白 A Laranja Mecanica '20

アレンテジャーノ IGP

アリント/ロウペイロ/ヴェルデーリョ/アンタォン･ヴァス/ア
リカンテ･ブランコ(ボアル･デ･アリカンテ)/タマレス(トリン
カデイラ･ダス･プラタス)/フェルナォン･ピレス　Alc.12.5%
　

12270 レッド '21 新鮮で力強い黒い果実に干草がほのかに香り、丸みのあるタンニンと豊
潤な果実を彩るトフィーのような風味が飲み応えのあるフィニッシュ。
地中海性気候のアレンテージョ南部の代表的品種を手摘み、自然発酵し、
50%をフレンチオーク樽で10ヶ月間熟成。フィタプレタの名は醸造家の
親しい家族のファミリーネームにちなむ。

\2,850
赤 Red '21

アレンテジャーノ IGP

アラゴネス40%/アリカンテブーシェ30%/トリンカデイラ
20%/カステラォン10%　Alc.14.0%　

11960 パルピテ･レッド '19 凝縮感のあるダークフルーツのアロマに微かなハーブや花の香り。完熟
した果実と力強く丸みのあるタンニンが鮮やかな対比をなし、持続的な
長い余韻に続く。岩がちな土壌の畑で低収量栽培されたポルトガル5品種
を手摘み、自然発酵後、フレンチオーク樽で18ヶ月間熟成。

\4,800
赤 Palpite Red '19

アレンテジャーノ IGP

アリカンテブーシェ36%/アラゴネス35%/アルフロシェイロ
12%//トリンカデイラ9%/カステラォン8%　Alc.15.3%　

11962 ア･トウリガ･ヴァイ･ヌア '20 桑の実やブラックベリー、ベルガモットのフローラルなアロマと瑞々し
い果実味、気品ある余韻が長く続く。トウリガ・ナショナルは華やかなア
ロマが特徴で「ポルトガル品種の女王」とも称される高貴な品種。その芳
醇な香りを生かすため、自然発酵後ステンレス槽で3ヶ月間熟成（樽不使
用）。ワイン名は「トウリガ裸になる（Touriga goes nacked）」の意味。

\4,800
赤 A Touriga Vai Nua '20

アレンテジャーノ IGP

トウリガ･ナショナル100%　Alc.12.2%　
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※価格はすべて消費税別。容量は別途記載のあるもの以外すべて750ml。商品名とヴィンテージの間の“S”はスクリューキャップ使用。
※年=年号変更、↑/↓＝価格変更（UP/DOWN）、新=新商品、名=名称変更、限=限定品、加州＝カリフォルニア州。

11957 ティント･デ･カステラォン '19 プラムにタバコ、スパイスの香り。伸びやかな酸を備えた果実が瑞々し
く口中を満たし、きめ細かいタンニンが全体をエレガントにまとめてい
る。樹齢49年のブドウを30%全房で35日間自然発酵、フレンチオーク樽で
18ヶ月間熟成後、瓶内熟成12ヶ月。カステラォンはポルトガル南部原産の
土着品種で元々色が明るい。”赤（tinto）”として十分なポテンシャルを引き
出すため果皮浸漬および熟成期間を長くとった。［93pts Wine Advocate］

\4,800
赤 Tinto de Castelao '19

アレンテージョ DOC

カステラォン100%　Alc.13.6%　

11964 ティンタ･カルヴァーリャ '20 ザクロや赤い果実の鮮やかなアロマに、果実のわずかな苦みや黒鉛のミ
ネラルが複雑に混じる。清らかに張りつめたアタックに続いて深みのあ
る果実が舌を覆い、余韻はエレガント。樹齢51年になる単一畑ブドウを
30%全房で40日かけて自然発酵、ステンレス槽で12ヶ月間熟成。アレン
テージョで長く栽培されてきたティンタ・カルヴァーリャだが、単一品種
100%ワインはこれが初めて（現時点で唯一）。

\7,500
赤 Tinta Carvalha '20

アレンテジャーノ IGP

ティンタ･カルヴァーリャ100%　Alc.11.6%　
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Mendocino Co.
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アンダーソン･ヴァレー
Anderson Valley, Mendocino Co.

ナパ･ヴァレー 
Napa Valley

ソノマ･カウンティ､ルシアン･リヴァー･ヴァレー
Russian River Valley, Sonoma Co.
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Sonoma Coast
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マウント･フッド
Mt.Hood

▲

ホイットニー山
Mt.Whitney

▲

カスケード山脈
Cascade Range

コースト･レンジ
（海岸山脈）
Coast Range

シエラ･ネバダ山脈
Sierra Nevada

エイ･トゥー･ゼット･ワインワークス □
A to Z Wineworks
ベルグストロム ①
Bergström
ブルックス ①④
 Brooks
ヨハン･ヴィンヤーズ ① ③
Johan Vineyards
ジ･アイリー･ヴィンヤーズ① ②
The Eyrie Vineyards

オレゴン州 Oregon

カリフォルニア州 California

パソ･ロブレス 
Paso Robles

アマドール･カウンティ
Amador Co.

アマドール･カウンティ､フィドルタウン
Fiddletown, Amador Co.

カリフォルニア･シェナンドー･ヴァレー
California Shenandoah Valley

ロダイ 
Lodi

□ カリフォルニア州
California

□ オレゴン州
Oregon

○ ノース･コースト
North Coast

⦿ シエラ･フットヒルズ
Sierra Foothills

インランド･ヴァレー
Inland Valleys

◎ セントラル･コースト
Central Coast

モントレー･カウンティ 
Monterey Co.

ポートランド
Portland

●

●

セイラムSalem

●

サンフランシスコ
San Francisco

●

ロサンゼルス
Los Angeles ●

サクラメント
Sacramento

アテニウム ⑧
Athenaeum
シャペレ ⑧□
Chappellet
カウンティ･ライン･ヴィンヤーズ ④⑥⑦
County Line Vineyards
ディストリクト7 ⑨
District 7
イーストン･ワインズ ⑭⑮⦿
Easton Wines
フォックスグローブ ⑪◎
Foxglove
ヘンドリー ⑧
Hendry
マディソンズ･ランチ ⑧
Madison's Ranch
マグノリア･ヒル ⑧
Magnolia Hill
マッケンジー＝ミューラー ⑧
McKenzie-Mueller
オーパス･ワン ⑧
Opus One

⑨

⑪

⑬

⑭
⑮

⑯

コロンビア川
Columbia River

ポーター･クリーク⑤⑦
 Porter Creek
ライダー･エステート ◎
 Ryder Estate
スペンカー ⑬
Spenker
テール･ルージュ ⑯⦿
Terre Rouge
VDR ⑩
VDR
ヴァーナー ⑫
Varner

⑩

サンタ･バーバラ･カウンティ
Santa Barbara County

⑫

■ アメリカ（オレゴン、カリフォルニア ) 産地地図　OREGON＆CALIFORNIA WINE REGIONS

オレゴン州

 カリフォルニア州

45°N ー

39°N ー

35°N ー

０ 100 200 300㎞

□  州　
〇  ノース･コースト
◎ セントラル･コースト
⦿ シエラ･フットヒルズ
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←  アルゼンチン

チリ  →
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←  アルゼンチン

チリ  →
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その他取扱商品（シードル、スパークリングティー、ミネラルウォーター等）

ヴィレッジ･セラーズ株式会社
〒935-0056 富山県氷見市上田上野６－５

TEL：0766-72-8680　FAX：0766-72-8681　　　　　　 　　　　

お問合せ：wine@village-cellars.co.jp
ご 注 文 ：order@village-cellars.co.jp

営業時間：月～金 9:00-17:00  （土･日･祝日は休業）

www.village-cellars.co.jp


