
ｾｰﾆｬ ﾄﾞｩ ﾗ ﾄｩｰﾙﾎﾞﾙﾄﾞｰ17 CH ピュイ ドゥ ギランド 18 CH レ フェルモントー18
産地：AOCボルドー 産地：AOCボルドー 産地：AOCボルドー

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

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

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

ｼﾞﾙﾍﾞｰﾙ18.ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ18.ﾘﾖﾝ18.ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ18 ｼﾞｬﾊﾟﾝ19.ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ19.ﾘﾖﾝ19.ﾁｬｲﾅ19 ｼﾞｬﾊﾟﾝ19,ﾁｬｲﾅ19,ｼﾞﾙﾍﾞｰﾙ19年金賞受賞

ｳｨｰﾝ18年金賞受賞 上海19年金賞受賞

ミディアム ミディアム ミディアム

WB0841004　4582404896138 WB0237007　4582404893410 WB0243006　4582404893403

ＣＨ　ルサン18 ラ クロズリィ サンヴァンサン18 CH トゥール シヴァドン赤18
産地：AOCボルドー 産地：AOCボルドー 産地：AOCボルドー

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

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

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

ﾁｬﾚﾝｼﾞｲﾝﾀｰ19.ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ19.ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ19 ｼﾞﾙﾍﾞｰﾙ19.ｳｨｰﾝ19年金賞 ｼﾞﾙﾍﾞｰﾙ＆ｶﾞｲﾔｰﾙ誌20年金賞受賞

上海19.ﾁｬｲﾅ19年金賞受賞 在庫薄
ミディアム ミディアム ミディアム

WB0631005　4582404895865 WB0230006　4582404895858 WB1222002　4582404897357

CH デュ クローゼット18 マルキ　デ　ボワ　赤17 マルキ　デ　ボワ 白18
産地：AOCボルドー 産地：AOCボルドー 産地：AOCボルドー

イチゴのフルーティーな香り ストロベリー等の赤い果実の香り、 シトラス、青リンゴ等の新鮮な香り。

バランスの取れた味わいです。 スムースな口当たりと適度な渋みが特徴です。爽やかな口当たり、程よい酸味が特徴。

品種：ﾒﾙﾛー・ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ・ｶﾍﾞﾙﾈﾌﾗﾝ他 品種：ﾒﾙﾛー・ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ・ｶﾍﾞﾙﾈﾌﾗﾝ 品種：ｿｰｳﾞｨﾆｮﾝﾌﾞﾗﾝ・ｾﾐﾖﾝ

リヨン国際コンクール19年金賞受賞 ｼﾞﾙﾍﾞｰﾙ＆ｶﾞｲﾔｰﾙ誌19年金賞受賞 ｼﾞﾙﾍﾞｰﾙ＆ｶﾞｲﾔｰﾙ誌19年金賞受賞

5月中旬入荷
ミディアム ミディアム 辛口

WB1401001　4582404899894 WB1368001　3259353235004 WB1328001　3259353126005

CH ベルビュ　マーシャン16 CH ブロイル 白19 CH バルバザン 17
産地：AOCボルドー 産地：AOCボルドー 産地：AOCボルドー

赤い果実の香り、滑らかな口当たり マンゴーと、ピーチ等の果実香。 熟した赤い果実の香り,上質で

適度な厚みが特徴です。 心地よい飲み口と程よいボディが特徴。 シルキーな飲み口が広がります。

品種：ﾒﾙﾛー・ｶﾍﾞﾙﾈﾌﾗﾝ・ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ 品種：ｿｰｳﾞｨﾆｮﾝﾌﾞﾗﾝ・ｿｰｳﾞｨﾆｮﾝｸﾞﾘ 品種：ﾒﾙﾛー･ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ･ｶﾍﾞﾙﾈﾌﾗﾝ他

ﾁｬﾚﾝｼﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ ﾃﾞｭｳﾞｧﾝ17年金賞受賞 ﾊﾟﾘ農産物ｺﾝｸｰﾙ20年金賞受賞 ｼﾞﾙﾍﾞｰﾙ＆ｶﾞｲﾔｰﾙ誌19年金賞受賞

ミディアム 辛口 ミディアム

WB1398001　4582404899849 WB1358001　4582404899221	 WB1370001　3259357613006

Tomoe Wines and Spirits.Co,.Ltd

参考上代1,500円

参考上代1,500円 参考上代1,500円 参考上代1,500円

スポット・フランスｰボルドー

参考上代1,500円

参考上代1,500円

参考上代1,500円 参考上代1,500円

参考上代1,500円 参考上代1,500円 参考上代1,500円

参考上代1,500円
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CH ラ ロシュ デザムール18 ディニテ  プリウール18　 ジャン　ドゥ　ヴェザン 赤18 
産地：AOCボルドー 産地：AOCボルドー 産地：AOCボルドー

熟した赤い果実の香り。円やかな飲み口 ストロベリー等の赤い果実の香り、 熟した赤い果実の香り,上質でシルキー

とバランスの取れた味わい。 スムースな口当たり。 バランスのとれた味わい。

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

ｼﾞﾙﾍﾞｰﾙ＆ｶﾞｲﾔｰﾙ誌19年金賞受賞 ｼﾞﾙﾍﾞｰﾙ＆ｶﾞｲﾔｰﾙ誌19年金賞受賞 ｼﾞﾙﾍﾞｰﾙ＆ｶﾞｲﾔｰﾙ誌19年金賞受賞

ミディアム ミディアム ミディアム

WB1369001　3259354302095 WB1381001　4582404899566 WB1380001　4582404899559 

CH カスト赤 19 CH ベルヴュー 17 CH ラ フォンターニュ サンマルタン16 
産地：AOCボルドー 産地：AOCボルドーシュペリュール 産地：AOCボルドーシュペリュール

赤い果実と甘草の香り,上質でシルキーな 赤い果実の香り、滑らかな口当たり 黒い果実や香辛料の香り、滑らかな口当たり

飲み口、バランスの取れた味わい。 バランスの取れた味わいが特徴です。 程よいボディが特徴です。

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

ｼﾞﾙﾍﾞｰﾙ＆ｶﾞｲﾔｰﾙ誌20年金賞受賞 ﾊﾟﾘ19.ｼﾞﾙﾍﾞｰﾙ19年金賞受賞 ｼﾞﾙﾍﾞｰﾙ＆ｶﾞｲﾔｰﾙ誌20年金賞受賞

ミディアム ミディアム ミディアム

WB1387001　4582404899665 WB1391001　3259354113707 WB1377001　3433330077881 

CH レ　モーラン 17 CH オ　ランドン17 ル コック ドゥ ラマージュ16
産地：AOCボルドーシュペリュール 産地：AOCボルドーシュペリュール 産地：AOCボルドーシュペリュール

熟した赤い果実,プルーンのエレガントな香り。フランボワーズなどの赤い果実とエピス香。フランボワーズなどの赤い果実香.

バランスの取れた味わいと長い余韻。 滑らかなタンニンを感じます。 柔らかななタンニンとアタックが特徴です。

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

ｼﾞﾙﾍﾞｰﾙ＆ｶﾞｲﾔｰﾙ誌19年金賞受賞 ﾘﾖﾝ18.ｼﾞﾙﾍﾞｰﾙ18.ﾁｬｲﾅ18 ｳｰﾏﾝｽﾞ19.ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ17.ｳﾞｨﾅﾘｰ18.ﾁｬﾚﾝｼﾞｲﾝﾀｰ18 

ｶﾞｽﾄﾛﾉﾐｰﾌﾗﾝｾｰｽﾞ18年金賞受賞 AIN18.ﾓﾝﾄﾞｾﾚｸｼｮﾝ18.ｴﾙｱﾀｰﾌﾞﾙ18年金賞受賞

ミディアム ミディアム ミディアム

WB1331001　3259354517000 WB0640004　4582404892185 WB1335001　3353300002869

CH ラ グランジュ ドルレアン16 CH  ル シェーヌ ドゥ マルゴ 18 ラムール キュベ キュピドン17
産地：AOCブライ コートデュボルドー　 産地：AOCブライ コートデュボルドー　 産地：AOCメドック

カシスなどの赤い果実香が主体。 赤い果実香り,ほんのりとトースト香。 黒い果実の香り、スパイスとオーク。

口の中に豊かな果実香が広がります。 柔らかで上品なタンニンが特徴です。 しっかりとしたボディ。6ヶ月樽熟。

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

ﾍﾞﾙﾘｰﾅ18.ｼﾞﾙﾍﾞｰﾙ18年金賞受賞 70ﾐﾘｵﾝｽﾞ19.ｼﾞﾙﾍﾞｰﾙ19年金賞受賞 ｼﾞﾙﾍﾞｰﾙ＆ｶﾞｲﾔｰﾙ誌20年金賞受賞

在庫薄
ミディアム ミディアム フルボディ

WB0630004　4582404894899 WB1340001　4582404899061 WB1388001　3424870200167	 

参考上代1,500円 参考上代1,500円 参考上代2,000円

参考上代1,500円 参考上代1,500円 参考上代2,200円

フランス-２ボルドー・シュペリュール・ブライ・メドック

参考上代1,500円参考上代1,500円 参考上代1,500円

参考上代1,500円参考上代1,500円 参考上代1,500円

2 ページ



シャトー ロブスパン １７ シャトー  ピクルノー １７ シャトー アムール１４
産地：AOCメドック 産地：AOCオーメドック 産地：AOCメドック クリュブルジョワ

ベリーやとスパイスの香り。円やかな飲み口赤い果実の香り。厚みのある味わいながら、オーク、スパイス、バニラの香り。

適度な厚みとタンニン。サステーナブル 。 バランスのとれた味わい。古木｡樽熟12か月 エレガントな味わい。樽熟18ヶ月。

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

ｼﾞﾙﾍﾞｰﾙ＆ｶﾞｲﾔｰﾙ誌20年金賞受賞 ｼﾞﾙﾍﾞｰﾙ＆ｶﾞｲﾔｰﾙ誌21年金賞受賞 ｼﾞﾙﾍﾞｰﾙ＆ｶﾞｲﾔｰﾙ誌16年金賞受賞

6月中旬入荷 5月中旬入荷
フルボディ フルボディ フルボディ

WB1400001　　4582404899887 WB1407001　　4571520760058 WB1403001　3424870100146

バロン ドゥ グラム グラーブ白18 バロン ドゥ グラム グラーブ赤18 シャトー　オー　プーニャン 白19
産地：AOCグラーブ 産地：AOCグラーブ 産地：AOCボルドー

シトラスや白い花の香り,バランスの ブラックベリーと、ほのかにスパイス香り。柑橘類の香りとハーブの香り。

取れた味わいとミネラル。 円やかな口当たりと上品なタンニン。 豊かな果実味とミネラル感が特徴。

品種：ｾﾐﾖﾝ・ｿｰｳﾞｨﾆｮﾝﾌﾞﾗﾝ・ﾐｭｽｶﾃﾞﾙ 品種：ﾒﾙﾛー･ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ 品種：ソーヴィニョンブラン, セミヨン

ｼﾞﾙﾍﾞｰﾙ＆ｶﾞｲﾔｰﾙ誌19年金賞受賞 ｼﾞﾙﾍﾞｰﾙ＆ｶﾞｲﾔｰﾙ誌19年金賞受賞 ﾓﾝﾃﾞｨｱﾙｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ20,ｱﾒﾘｶﾝ20,ﾛﾝﾄﾞﾝ20,ﾁｬｲﾅ20

ｼﾞﾙﾍﾞｰﾙ20,ｼﾞｬﾊﾟﾝ20,ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ20年金賞受賞

辛口 フルボディ 辛口

WB1302001　　3433330075726 WB1301001　　3433330075733 WB1343001　3760077070098

ﾋﾞﾆｭﾛﾝﾄﾞｩ ﾍﾞﾚｰﾙ ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ ｼｬﾙﾄﾞﾈ19 ラ シガール キュベラビット ソーヴィニョン19 ラ シガール キュベラビット シラー19
産地：AOCブルゴーニュ 産地：IGPペイドック 産地：IGPペイドック 

グレープフルーツ、ライチや白い花の香り。青りんごやレモンなどの柑橘類の香り 熟した果実と、スパイシーなニュアンス,

バランスの取れたボディが特徴です。 爽やかで果実風味溢れる味わい。 完熟した果物と程よい厚み。

品種：シャルドネ 品種：ｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ ﾌﾞﾗﾝ　辛口　 品種：シラー ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ

ｼﾞﾙﾍﾞｰﾙ＆ｶﾞｲﾔｰﾙ誌20年金賞受賞 ｼﾞﾙﾍﾞｰﾙ20, 1001ﾃﾞｷｭｽﾀｼｵﾝ20.ｱﾒﾘｶ20, ｼﾞﾙﾍﾞｰﾙ20,ｼﾞｬﾊﾟﾝ20.ｱﾒﾘｶ20,

70ﾐﾘｵﾝ20年金賞受賞 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ20,70ﾐﾘｵﾝ20年金賞受賞

辛口

WB1329001　3436730026039 WB1391001  3760293758503 WB1390001　3760293758497 

参考上代1,500円

ルプティソムリエ シャルドネ１９ パレ ヴー ラ ロワール？ ピノ ノワール20 ﾏﾙｷｼｱﾚﾘ ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ １９
産地： IGPペイドック 産地：IGP ヴァル　ド　ロワール 産地：IGPペイドック 

柑橘類や白い花の爽やかな香り、 赤い果実、ほのかなバニラの香り。 熟した黒い果実と香辛料の香。

新鮮、バランスの取れた味わい。 豊かな果実風味が特徴です。 熟したタンニン、適度な厚みと余韻。

品種：シャルドネ 品種：ﾋﾟﾉﾉﾜｰﾙ・ﾒﾙﾛー 品種：ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ

ﾊﾟﾘｺﾝｸｰﾙ20年金賞受賞 ｼﾞﾙﾍﾞｰﾙ＆ｶﾞｲﾔｰﾙ誌20年金賞受賞 ｼﾞﾙﾍﾞｰﾙ＆ｶﾞｲﾔｰﾙ誌20年金賞受賞

6月中旬入荷
辛口 ミディアム フルボディ

WB1193003  4582404897098 WB1334002　3176780035642 WB1298002　4582404898453

Tomoe Wines and Spirits.Co,.Ltd
参考上代1,500円 参考上代1,500円 参考上代1,500円

参考上代2,200円 参考上代2,200円 参考上代2,000円

参考上代3,000円 参考上代1,500円

フランス-３　メドック・オーメドック・グラーブ・南仏　

参考上代2,200円 参考上代2,400円 参考上代2,500円
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ラ　フェア　赤19 ラ　フェア　白19 ミラブエノ 19
産地：D.O カリニェナ 産地：D.O カリニェナ 産地：ビノ デ ラ ティエラ デ カスティーリャ

熟した黒い果実、ハーブの香り、 青リンゴやパイナップルの香り チェリーやすぐり等の赤い果実の香り、

適度なボディとバランスが特徴。 果実風味溢れる味わいが特徴。 果実風味溢れるフルティーな味わい。

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

ｼﾞﾙﾍﾞｰﾙ＆ｶﾞｲﾔｰﾙ誌20年金賞受賞 ｼﾞﾙﾍﾞｰﾙ＆ｶﾞｲﾔｰﾙ誌20年金賞受賞 ｼﾞﾙﾍﾞｰﾙ＆ｶﾞｲﾔｰﾙ誌20年金賞受賞

オーガニック認証

ミディアム 辛口 ミディアム

WB1058004  8410451008265  WB1056004  8410451008258 WB1163004  8436562260040

ゴンザレス デ ベハル エコロジコ19 エスカル　ロハ　レゼルバ１５ ビックバンダ　カバ　ブリュット
産地：DOリベラ デル グアディアナ 産地：DOテラ アルタ 産地：DOカバ（エクストラマドゥーラ）

赤い果実のフルーティな香り、 熟した赤い果実バニラとの香り。 爽やかな柑橘類の香り,爽やかな味わいと

果実味とバランスの取れた酸味。 厚みのあるボディ、滑らかなタンニン。 程よい余韻が広がります。

品種：ﾃﾝﾌﾟﾗﾆｰﾘｮ 品種：ﾃﾝﾌﾟﾗﾆｰﾘｮ・ｶﾞﾙﾅｯﾁｬ 品種：マカベオ・パレラーダ

SMRﾜｲﾝｾﾚｸｼｮﾝ20年金賞受賞 ﾍﾞﾙﾘｰﾅ19.ｱｼﾞｱﾜｲﾝ19 ｼﾞﾙﾍﾞｰﾙ＆ｶﾞｲﾔｰﾙ誌19年金賞受賞

ﾑﾝﾀﾞｽｳﾞｨﾆ19金賞受賞

フルボディ フルボディ 辛口

WB1371001　8436544297200 WB1354001　84360033850268 WB1258001　8436544298184

ズアゾ ガストン クリアンサ17 アルガイレン１５ コルテ バルダ ロッソ プーリア19
産地：DOリオハ 産地：D.Oカリニェナ 産地：IGTプーリア

黒い果実の香りとバニラやトーストの香り、黒い果実の凝縮された香り、トーストや 赤い果実とスパイスなどの豊かな香り。

味わいは滑らかながら、濃厚上質。 バニラの香り。上質なボディが特徴です。 バランスの良い厚みある味わい。

品種：ﾃﾝﾌﾟﾗﾆｰﾘｮ 品種：ｶﾘﾆｪﾅ 品種：ﾈｸﾞﾛｱﾏｰﾛ

ｼﾞﾙﾍﾞｰﾙ＆ｶﾞｲﾔｰﾙ誌20年金賞受賞 パーカーポイント90点獲得 ｼﾞﾙﾍﾞｰﾙ＆ｶﾞｲﾔｰﾙ誌20年金賞受賞

フルボディ フルボディ ミディアム

WB1336001　8437003247064 WB1337001　8436544297170 WB1225003　4582404897418

コルテ バルダ ビアンコ テッレ　シチリアーネ19 コラルヴァ  ブリュット ソルデ チリ レゼルヴァ 
産地：IGTプーリア 産地：マルケ　スプマンテ カベルネソーヴィニョン16

柑橘類の香り、アーモンド香。 白い果実、白桃や青リンゴの香り、 産地：チリ　DO ヴィラ　アレグレ

爽やかでスムースな飲み口。 泡立ちは軽快。爽やかでフレッシュ。 黒胡椒、カシス、プラムの香り。樽熟成。

品種：ﾈｸﾞﾛｱﾏｰﾛ 品種：トレッピアーノ 円やかな飲み口とボディの強さ。

ｼﾞﾙﾍﾞｰﾙ＆ｶﾞｲﾔｰﾙ誌20年金賞受賞 品種：ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ

ｾﾚｸｼｮﾝﾓﾝﾃﾞｨｱﾙ19,ﾍﾞﾙﾘｰﾅ18年金賞受賞

辛口 辛口 フルボディ

WB1226002　4582404897425	 WB1273001　4582404898101 WB1318001　4582404898880

Tomoe Wines and Spirits.Co,.Ltd

参考上代1,000円

スペイン・イタリア・チリ

参考上代1,000円 参考上代1,000円

参考上代1,500円 参考上代1,300円 参考上代1,500円

参考上代1,500円 参考上代1,500円 参考上代1,500円

参考上代2,000円 参考上代2,000円 参考上代1,500円
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