
CHﾗﾓｯﾄｳﾞｧﾝｻﾝ ｱﾝﾀﾝｽ 赤16 CHﾗﾓｯﾄｳﾞｧﾝｻﾝ ｱﾝﾀﾝｽ白18
産地：AOCボルドー 産地：AOCボルドー

ベリー類の果実の香り,力強いアタックと 青りんごや白桃の華やいだ香りと

豊かなタンニン、余韻が特徴です。 程よいミネラル感が特徴です。

品種：ﾒﾙﾛー・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

フルボディ 辛口　WB0384007　4582404893434

WB0323009　4582404894608

シャトー  オーヴューシェーヌ17
産地：AOCボルドー

熟した赤い果実や花の香り、

バランスのとれた柔らかな味わい。

品種：ﾒﾙﾛー・ｶﾍﾞﾙﾈﾌﾗﾝ

ミディアム

WB0069008　4582404894448

シャトー  ロシェ  ベルビュ17 シャトー　ドルシュヴィール
産地：AOCカスティヨンコートドボルドー リースリング　ボーレンベルグ17
熟した果実の香りやほのかに土の香り 産地：アルザス

豊かな果実風味と柔らかな味わい。 レモン、パイン、パイナップルの香り、

品種：ﾒﾙﾛー・ｶﾍﾞﾙﾈﾌﾗﾝ クリスピーな風味、芳醇なミネラルを感じます。

ミディアム 品種：リースリング

WB1309001　3571960005741 辛口　WB1313001 4582404898842

参考上代2,500円

シャトー　ドルシュヴィール シャトー　ドルシュヴィール シャトー　ドルシュヴィール
ゲヴュルツトラミネール　ボーレンベルグ15 ピノノワール　ボーレンベルグ14 クレマン ダルザス11
産地：アルザス 産地：アルザス 産地：アルザス

桃とライチ、焼いた安納芋の香り チェリーやムスクの香り、柔らかで上品な飲み口 瓶内に酵母を入れた状態で7年熟成。トーストやカリン、

クリスピーな風味、芳醇なミネラルを感じます。 まろやかなタンニンと綺麗な余韻が楽しめます。 細やかな泡立ち。 豊かで複雑、調和の取れた味わい。

品種：ゲヴュルツトラミネール 品種：ピノノワール 品種：シャルドネ

辛口　WB1314001　 4582404898859 辛口　WB1312001 　4582404898835 辛口　WB1315001 　4582404898866

参考上代2,800円 参考上代2,800円 参考上代3,200円

Tomoe Wines and Spirits.Co,.Ltd

フランスｰ１

Vignobles Vincent

参考上代1,800円

参考上代1,700円 参考上代1,700円

ヴィニョブル ヴァンサン家は４世代にわた
り、高品質なワインを作ろうとそのノウハ
ウを各世代に引き継いでワイン作りに励ん
でおります。葡萄畑は８０ha、Entre-Deux-
Mers地域に位置し,サステーナブル 農法に
より、素晴らしいワインを造り出しており
ます。

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

Vignobles Gabriel 

シャトーはサンテミリオンの丘陵地帯から
ほど近い、Belves de Castillon地区の丘
の中腹に14ヘクタール所有。AROLDI家は3
代目にあたります。現在はマダム・パトリ
シアさんを中心にワインを作ります。2003
年よりビオディナミ農法。

参考上代1,260円 Chateau Rochers Bellevue

フランス革命後の1854年に現在の所有者アルトマ
ン家が購入しました。1986年から畑を広げ、現在は
23haを所有。殺虫剤・農薬・科学肥料の未使用、
補糖も一切行わず、ブドウの糖度が上がるまでは
収穫を行いません。彼らのワインは厳しく収穫量を
制限し、凝縮感のあるワインを産出します。

 Chateau d'Orschwihr

サステーナブル

ﾋﾞｵディナミ

オーガニック

サステーナブル

サステーナブル

サステーナブル サステーナブル サステーナブル
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ベアトリス エ パスカルランベール ベアトリス エ パスカルランベール
シノン レ テラス17 レ　ドロワ　シュナン　18
産地：AOCシノン 産地：AOCシノン

熟した果実の上質な香り、柔らかな口当たり、 柑橘系,カリンの香り。 円やかな口当たり、

滑らかなタンニンと上質なボディが特徴です。 豊富なミネラルと美しい酸味を感じます。

品種：カベルネフラン 品種：シュナンブラン

ﾐﾃﾞｨｱﾑ　WB1272001 4582404898095 ﾐﾃﾞｨｱﾑ　WB1310001 4582404898750

ミシェルデルオモ 　キュベアルモニ 
ミュスカデ　シュルリー17
産地：AOCミュスカデ セーブル エ メーヌ

柑橘類やハーブの香り、さわかな酸味と

適度な厚み、熟成も可能な白ワイン。

品種：ムロンドブルゴーニュ

辛口　WB0034007　4582404891881

参考上代1,700円

テレ　ドゥ　ロモニエ ルプティ カボッシィ赤18
トゥーレーヌ　ソーヴィニョン１８ 産地：ヴァンドペイ ド  ヴォクリューズ

産地：AOCトゥーレーヌ 新鮮な赤い果実の香り、柔らかな飲み口と

青リンゴ、白い花の香り。味わいは新鮮で バランスのとれた味わいが特徴です。

フルーティ、ミネラル感も感じます。 品種：ｶﾗﾄﾞｯｸ・ﾏﾙｽﾗﾝ・ｴｼﾞｵﾄﾞﾗ・ｼﾗｰ

品種：ソーヴィニョンブラン ミディアム 

辛口　WB1271001　3770011605255 WB1135003　3488920002019

参考上代1,700円

ドメーヌ ドゥ ペレ カボッシィ ドメーヌ ドゥ ペレ カボッシィ
ルプティ カボッシィ白19 コートデュローヌ18  シャトー ヌフデュパプ18
産地：ヴァンドペイ ド  ヴォクリューズ 産地：AOC コート デュ　ローヌ 産地：AOC シャトーヌフデュパプ

柑橘類の果実、熟したアプリコットや花の香り 熟した赤い果実、華やかな香り、円やかな ラズベリーや熟した果実、スパイスの香り

バランスのとれた味わいが特徴です。 飲み口と適度な厚み、バランスのとれた味わい。 柔らかで上品、円やかなタンニンが特徴。

品種：ソーヴィニョンブラン 品種：ｸﾞﾙﾅｯｼｭ・ｼﾗｰ・ｶﾘﾆｬﾝ・ﾑｰﾙｳﾞｪﾄﾞﾙ 品種：ｸﾞﾙﾅｯｼｭ・ｼﾗｰ・ﾑｰﾙｳﾞｪﾄﾞﾙ

辛口 　　　ｻﾝｿｰ フルボディ 

WB1136004　3488920002033 フルボディ  WB1125003　3488920002057 WB1188004　3488920001012

参考上代1,700円 参考上代2,400円 参考上代6,000円
Tomoe Wines and Spirits.Co,.Ltd

畑はシノンに
約17ha。カベ
ルネフランと
シュナンブラ
ンを栽培して
います。有機
農法は20年近
く実践されて
おり、2005年

以来ブドウの木は化学肥料を使用せず、ビオ
ディナミで栽培されています。

Béatrice  et  Pascal Lambert 参考上代2,800円

DOMAINE DU PERE CABOCHE参考上代2,400円

MICHEL DELHOMMEAU Domaine de l’Aumonier

所有者はボワソン家、畑はコートデュロー
ヌの銘醸地の一つであるシャトーヌフデｭ
パプに位置し73haの畑を所有します(内
30haがヌフデゥパプの畑）。現在はニコラ
スとエミリーの二人の兄妹が中心にワイン
の生産を行い、伝統と自然に敬意を表し、
環境保護を心がけながらワイン造りを行い
ます(サステーナブル農法）。

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

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

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

フランス-２

参考上代3,500円

オーガニック

オーガニック

サステーナブル サステーナブル サステーナブル

ﾋﾞｵディナミ
ﾋﾞｵディナミ

サステーナブル
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ル プティガスコン　白19 ル プティガスコン　ロゼ19
産地：ＩＧＰコートドガスコーニュ 産地：ＩＧＰコートドガスコーニュ

白い花、ピーチ、ライチなどの華やいだ スムースな口当たりと適度な酸味が

香り, 適度な酸味の個性的な味わいが特徴。 フレッシュ感を強調します。

品種：コロンバール・ユニブラン 品種：カベルネフラン・タナ

辛口　WB1092004　3760267720017 辛口　WB1239003　3760267720055

シャトー ラカペル カバナック18 シャトー ラカペル カバナック
プレスティージュ16

産地：AOCカオール 産地：AOCカオール

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

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

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

ﾐﾃﾞｨｱﾑ　WB1307001 4582404898774 ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ　WB1308001 4582404898781

レ テラセ デ レジ　ブカベイユ 赤18 レ テラセ デ レジ　ブカベイユ 白19

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

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

上品でしなやかな飲み口、程よいボディ。 飲み口と爽やかな酸味が楽しめます。

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

フルボディ WB1346001　3760221680012 辛口　WB1347001　3760221680050

ルル　17 シャルミーユ　ブラン　19
産地：AOPサン サチュルナン 産地：IGPペイドック

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

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

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

　　　シラー　グルナッシュ 　　グルナッシュブラン・カリニャンブラン

ﾐﾃﾞｨｱﾑ　WB1274001 3760172280262 辛口　WB1311001 3760172280101

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

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

剪定や収穫はすべて手作業で行われます。

繊細な味わいの

片岩の斜面に畑があり

参考上代1,320円

参考上代3,000円

LES FRÈRES LAFFITTE 参考上代1,320円

Chateau Lacapelle Cabanac 参考上代2,400円

参考上代2,200円

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

ドメーヌブーカベイユは

ます。その特別な土壌は

この地域のワインと

一線を画すエレガントで

オーガニックワインを生出します。勿論

ラングドックルーション

にあるフォルサリアル

フランス-３

ヒルのとても険しい

Domaine Boucabeille 参考上代2,200円

Domaine Mireille Bertrand Malavieille

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

ﾋﾞｵﾃﾞｨﾅﾐ ﾋﾞｵﾃﾞｨﾅﾐ

オーガニック オーガニック

ｻｽﾃｰﾅﾌﾞﾙ・ビーガン

オーガニック

ｻｽﾃｰﾅﾌﾞﾙ・ビーガン

オーガニック オーガニック
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ローラン ブレバン ヴァンムスー
ブリュット　ブラン ド ブラン ビオ
産地：プロヴァンス　

白い花、レモン、グレープフルーツ等の香り

柔らかな飲み口と細かく繊細な泡立ち。

品種：ﾕﾆﾌﾞﾗﾝ・ｺﾛﾝﾊﾞｰﾙ

辛口 WB1345001　4582404899207

Vins Bréban

シャンパーニュ フローマングリフォン　キュベ

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

蜂蜜、ヘーゼルナッツの香り、ミネラル感、 青リンゴやマスカットの香り。

しなやかでバランスが取れております。 爽やかな酸味と果実風味が楽しめます。

品種：シャルドネ・ピノムニエ・ピノノワール リヴァーナ他

辛口　WB1275001 4582404898125 やや甘口　WB1316001　4022025250006

参考上代6,500円

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

産地：ドイツ 輝く黄金色、ブドウの糖度を上げるため、

新鮮なフルーツの香り。きめ細やかな 粒が凍るまで収穫を遅らせる芸術品です。

泡立ち。金箔入りです。 リヴァーナ他

極甘口　WB1213001　4582404897258

やや辛口　WB0967001　7075963720398

シェンハース シュタイネ シェンハース シュペートブルグンダー シェンハース ビーベルンハイマー
トロッケン リースリング 18 トロッケン16 ピノノワール　ロス トロッケン 16
産地：ラインヘッセン 産地：ラインヘッセン 産地：ラインヘッセン

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

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

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

辛口  WB1266001　4260111950212 ﾐﾃﾞｨｱﾑ　WB1267001 4260111950427 ﾐﾃﾞｨｱﾑ　WB1268001 4260111950441

参考上代2,800円
Tomoe Wines and Spirits.Co,.Ltd

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

参考上代2,400円

参考上代4,600円

参考上代2,200円

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

LANGGUTH ERBEN 参考上代1,320円

フランス-４／ドイツ

Weingut Schönhals参考上代1,800円

参考上代1,500円 Champagne Froment Griffon

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

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

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

オーガニックオーガニック

オーガニック

オーガニック

サステーナブル
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ガルダ カベルネ 18 キアレット ガルダ コッリ マントヴァーニ 18

D.O.Cガルダ D.O.Cガルダ コッリ　マントヴァーニ

微かな植物や草、プラムやチェリーの香り いちごやベリーの香り、柔らかで上品な味わい

柔らかくスムースな味わいのカベルネ。 バランスの取れたロゼワインです。

品種：ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ・ｶﾍﾞﾙﾈﾌﾗﾝ 品種：メルロー・ロンデネラ・カベルネ

ﾐﾃﾞｨｱﾑ　WB1247002  4582404897654 辛口　WB1246001 4582404897647

参考上代1,600円 参考上代1,600円

ペルネーロ ピノネロ デル カンポ デッラ フォヤーダ　オルトレポ

オルトレポ パヴェーゼ１８ パヴェーゼ　リースリング レナーノ17
D.O.Cピノネロ デル オルトレポ パヴェーゼ D.O.Cオルトレポ パヴェーゼ

円やかでバランスの取れた上品な 白い花の香り、味わいはシャープで

味わいとタンニンが楽しめます。 ミネラルが豊富です。

品種：ピノネロ 品種：リースリング　レナーノ

ﾐﾃﾞｨｱﾑ　WB1280001 4582404898194 辛口　WB1281001 4582404898200

ジリバルディ バルベラ ダルバ ジリバルディ ランゲ ネッビオーロ１６

スペリオーレ１7
産地：D.O.Cバルベラ ダルバ 産地：D.O.Cランゲ

適度な酸味と柔らかなタンニン、 円やかな飲み口、ボディの強さと酸味

バランスの取れた味わいが楽しめます。 長い余韻が楽しめます。

品種；バルベラ 品種；ネッビオーロ

ﾐﾃﾞｨｱﾑ　WB1285001　8018753001047 ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ　WB1284001　8018753000798

Mario Giribaldi

クリヴス　ロッソ　ヴェローナ16 クリヴス ソアーヴェ クラシコ19
産地：I.G.T ヴェローナ　 産地：DOC ソアーヴェ

チェリーやべり-の赤い果実の香り、 青リンゴや洋ナシ、アーモンドの香り、

飲み応えのある芳醇なボディが特徴。

品種：ｺﾙｳﾞｨｰﾅ・ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ・ﾒﾙﾛｰ 品種：ｶﾞﾙｶﾞﾈｶﾞ・ﾄﾚｯﾋﾞｱｰﾉ ﾃﾞｨ ｿｱｰｳﾞｪ

ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ　WB1286001　8031301371072 辛口　WB 1179003　4582404896831

Cantina Di Monteforte 参考上代1,700円
Tomoe Wines and Spirits.Co,.Ltd

イタリア-1

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

Cantina Colli Morenici

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

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

TRAVAGLINO 参考上代2,700円 参考上代3,000円

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

参考上代2,800円 参考上代3,600円

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

調和の取れた味わい。一部を陰干し葡萄使用。

参考上代1,320円

オーガニック

サステーナブル サステーナブル

サステーナブル サステーナブル

オーガニック
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クリヴス ソアーヴェ ブリュット スプマンテ フィオーレベッラ ロッソ デル
産地：D.O.C ソアヴェ 　 ヴェネト アパッシメント１６
青リンゴや焼いたトーストの香り、 産地：IGT ヴェローナ

チェリーやドライフルーツの香り、陰干しによる

品種：ガルガネガ チョコやバニラのニュアンスが楽しめます。

辛口　WB1352001　8031301370402 ヴィーナ・メルロー

ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ　WB1208002  8052432831600

ORION WINES

イル バスタルド ヴィーノロッソ17
産地：イタリア ラ バスタルダ ヴィーノ ビアンコ18
ベリーやチェリー、スミレの香り。滑らかで産地：イタリア

バランスの取れた味わいが楽しめます。 洋梨、リンゴ、パッションフルーツの香り。

品種：サンジョベーゼ・シラー フルーティでエレガントな味わい。

ﾐﾃﾞｨｱﾑ　WB1209001   8005256000400 品種：ﾄﾚｯﾋﾞｱｰﾉﾄｽｶｰﾉ・ﾓｽｶｰﾄ

辛口　WB1210002   8005256000417

RENZO MASI 参考上代1,200円

ジネストライア　キアンティ 18 ジネストライア キアンティ リゼルヴァ15

産地：D.O.C.Gキアンティ 産地：D.O.C.Gキアンティ

ベリー、ラズベリーの香り、程よい酸味と 熟したプラム、ベリーの香り、上品な

適度な厚み、エレガントなワインです。 飲み口、濃厚なボディとタンニンが特徴。

品種：サンジョベーゼ・コロリーノ 品種：サンジョベーゼ・コロリーノ

ﾐﾃﾞｨｱﾑ　WB1111003  8005256000295 ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ　WB1112002  8005256000363

参考上代1,400円 参考上代2,100円 BOTTER CARLO

バカロ ロッソ モリーゼ リゼルヴァ15 マルケーゼ　デル　メーロ　リゼルヴァ17

D.O.Cモリーゼ DOC ブリンディジ

熟した果実やカカオの香り、濃厚ながら 熟した果実、バニラの香り、味わい深く、

調和の取れた味わいが特徴。樽熟12ヶ月 なめらかで、微かにビターな後味。樽熟12ヶ月

品種：モンテプルチャーノ 品種：ﾈｸﾞﾛｱﾏｰﾛ､ﾏﾙｳﾞｧｼﾞｱﾈﾗ､ｻﾝｼﾞｮｳﾞｪｰｾﾞ

ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ　WB0485006  4582404894318 ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ　WB1200002  4582404897173

参考上代1,320円

イタリア−２

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

個性溢れるワ
インを作って
おります。

柔らかな酸味と細かな泡立ち。

参考上代1,900円 参考上代2,200円
Renzo Masi家
は3世代に渡
ります。ル
フィナとその
周辺、畑は
300メートル
の高さにあ
り”ガレスト
ロ”として知
られている岩

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

参考上代1,200円

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

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

参考上代1,320円 MONTE TESSA DI LORUSSO SAS

サステーナブル
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Tomoe Wines and Spirits.Co,.Ltd

１０月入荷

モンテテェーザ  ネロ ディ トロイア18 セーイ カゼッレ ネグロアマーロ17 チンクエ ノーチ プリミティーヴォ16

IGP プーリア DOP サリチェ サレンティーノ IGP プーリア

熟した果実、干し葡萄のニュアンスとスパイス ブラックチェリーにほのかなスパイスの香り スパイスやジャムを思わせる強い香り

の香り。濃厚ながらバランスの取れた味わい。 バランスのとれた果実味とタンニン。 豊かな果実風味と凝縮感のある味わい。

品種：ネロ ディ トロイア 品種：ネグロアマーロ 品種：プリミティーボ 

ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ　WB0990003  8059020140410 ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ　WB1351001  8059020145330 ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ　WB1350001  8059020145545

アニマ ヴェンデミア タルディーバ １６ ガウラージ　１５
産地：IGT.ロッカモンフィーナ 産地：D.O.C.ファレルノ デル マッシコ

洋梨、蜂蜜、金木犀の香り、遅積み葡萄に スミレ、黒い果実、桑の実の香り、

よるエレガントで華やいだワイン。 エレガントで調和の取れた味わいです。

品種：ファランギーナ・ピノ　グリージョ　品種：アリアニコ・ピエディロッソ

やや辛口　WB1180001  8052783090008 ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ　WB1181002  8052783090015

Fattoria Pagano 参考上代2,000円 参考上代2,400円

カーナピィ ネロ ダーヴォラ18 カーナピィ　ピノグリージョ 18
産地：D.O.C.シチリア 産地：IGT.テッレ　シチリアーネ

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

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

品種：ネロ　ダーヴォラ 品種：ピノ　グリージョ　

ﾐﾃﾞｨｱﾑ　WB1106003  8034115190389 辛口　WB1105003  8034115190815

参考上代1,320円 参考上代1,320円

ノストル ネレッロ マスカレーゼ ノストルカリカンテ テッレ 
テッレ シチリアーネ18 シチリアーネ17
産地：IGT.テッレ　シチリアーネ 産地：IGT.テッレ　シチリアーネ

タンニンは滑らか、豊富なミネラルと 味わいは上品な酸味、ミネラルと適度な厚み、

バランスの取れた味わいが特徴です。 華麗さがあり、長い余韻が特徴です。

品種：ネレッロ マスカレーゼ 品種：カリカンテ

ﾐﾃﾞｨｱﾑ　WB1283001　8054301740068 辛口　WB1282001 8054301740020

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

イタリア−３

参考上代1,320円 参考上代1,500円 参考上代1,600円

2001年に創業。アンジェロ氏が中心にワイン造りを
行います。寒暖の差が激しく葡萄栽培に適してお
り、土壌は細かい砂質で白い色調の火山性石灰
質土壌。より凝縮感のあるブドウを実らせます。彼ら
はこの地の古い伝説「バッカスとファレルノの神話」
に敬意を表し、常にファレルノワインに相応しい品質
を目指しながらワインの生産を行います。

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

THE WINE PEOPLE SRL

シチリア島の南東、ヴィット-リアに位置しワイナリーは
1930年に設立。そのテロワールに相応しい品質を
目指しながらワインの生産を行います。ワイン製法
も、伝統的なワイン造り（アンフォラや上面開放型の
木製樽の使用、澱と一緒の熟成等）からインスピ
レーションを得て醸造されています。

ＡＺＩＥＮＤＡ AGRICOLA ＣＯＲＴＥＳＥ 参考上代2,000円

オーガニック オーガニック

サステーナブル サステーナブル

ビーガン ビーガン
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カサル デ ブルビア１６ カサル ゴデーリョ１８
産地：D.O.ビエルソ 産地：D.O.ビエルソ

チェリー､杏､チョコの香り､円やかで上品、 パイン、ジャスミン、ローズマリーの香り、

エレガントな味わいが特徴です。樽熟12ヶ月。 クリーミな味わいが特徴です。樽熟10ヶ月。

品種：メンシア 品種：ゴデーリョ

ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ　WB1214002  8437004360007 辛口　WB1215002  8437004360625

参考上代2,800円

メリオール　テンプラニーリョ16 マタロメラ　クリアンサ 16
DO リベラ デル デュエロ DO リベラ デル デュエロ

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

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

品種：ﾃﾝﾌﾟﾗﾆｰﾘｮ 品種：ﾃﾝﾌﾟﾗﾆｰﾘｮ

ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ WB1263001 8437005922471 ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ WB1262001 8437005009479

樽熟成6ヶ月 樽熟成14ヶ月 瓶内熟成10か月

参考上代2,300円

ラ グラナディーリャ１８
産地：D.Oルエダ

青リンゴ、シトラスの香り、爽やかな味わいと

適度なボディも楽しめる華やかなワイン。

品種：ベルデホ

辛口　WB1176003  8437016189016

BODEGAS LA GRAADILLA ESTANCIA PIEDRA

ラガロナ ０６ アルトス デ トローナ アルバリーニョ18

産地：D.O トロ 産地：D.O リアス バイシャス

ブラックベリーやチェリーの香り,柔らかで 柑橘類やリンゴ、アプリコットの心地よい香り。

優しいバランスの取れた味わいが特徴。 クリーンな酸味、バランスの取れた味わい。

品種：ﾃｨﾝﾀﾃﾞﾄﾛ75％ｶﾞﾙﾅｯﾁｬ25％ 品種：アルバリーニョ

ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ WB1001003  8437002148386
樽熟成18ヶ月・古木使用。 辛口　WB1306001    8437003519369

参考上代2,400円
Tomoe Wines and Spirits.Co,.Ltd

参考上代1,600円

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

参考上代1,800円 Bodega Altos de Torona（HGA Bodegas)

スペイン

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

CASAR DE BURBIA 参考上代2,800円

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

BODEGAS  MATARROMERA 参考上代5,500円

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

Gスタイン氏により設立。植樹は1968年から始まり、
トロにおいては一番古いブドウ畑の一つ。醸造
チームはスペインを代表する著名醸造家イグナシ
オ・デ・ミゲル氏を筆頭に構成。この地の特徴を象
徴する高品質のワインを提供しております。

オーガニック申請中

サステーナブル サステーナブル

サステーナブル

オーガニック申請中

オーガニック申請中
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セニョリオ デ タフーニャレゼルバ06

産地：D.O ヴィノス デ マドリッド

熟した果実とスパイス,バニラの香り,

飲み口は柔らか、長期熟成の複雑味が特徴。

品種：ｼﾗｰ45％Cｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ25％ﾃﾝﾌﾟﾗﾆｰﾘｮ20％他

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

ベンタレアル　グランレゼルバ１３ ミラブエノ １９
産地：D.O バルデペーニャス 産地：ビノ デ ラ ティエラ デ カスティーリャ

熟した赤い果実、バニラやチョコの香り、 チェリーやすぐり等の赤い果実の香り、

熟成による複雑味と柔らかな味わい。 果実風味溢れるフルティーな味わい。

品種：テンプラニーリョ 品種：ﾃﾝﾌﾟﾗﾆｰﾘｮ

フルボディ WB0487007  4962496424875 ﾐﾃﾞｨｱﾑ WB1163004  8436562260040

樽熟成24ヶ月・瓶内熟成36ヶ月

ラ　フェア　赤１９ ラ　フェア　白１９
産地：D.O カリニェナ 産地：D.O カリニェナ

熟した黒い果実、ハーブの香り、 ドライフルーツや黒いベリー、バニラの香り、

適度なボディとバランスが特徴。 上品で豊かなボディ、余韻の長さが格別。

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

ﾐﾃﾞｨｱﾑ WB1058004  8410451008265 辛口 WB1056004  8410451008258

BODEGAS PANIZA

ラ　フェア　レゼルバ１４ エクシミウス  ブリュット カバ
産地：D.O カリニェナ 産地：D.Oカバ　バレンシア

ドライフルーツや黒いベリー、バニラの香り、 林檎、レモン、ハーブ等のエレガントな香り,

上品で豊かなボディ、余韻の長さが格別。 後味に熟した果実を感じます。

品種：テンプラニーリョ 品種：マカベオ・シャルドネ

ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ WB1057002  8410451008289
樽熟成12ヶ月・瓶内熟成24ヶ月

Tomoe Wines and Spirits.Co,.Ltd

参考上代1,000円 参考上代1,000円

2007年に設立。ボデガはレケーナ地区に位置し、
畑は700～900メートル高地にあります。大陸性と
地中海性の複雑な気候のもと、優れた品質で個
性的なカヴァを生産を致します。現在は一部の畑
を有機栽培に切り替えオーガニックカヴァの生産も
行います。

辛口　WB1065001   8437009721995

参考上代1,600円 UNION VINICOLA DEL ESTE 参考上代1,400円

1944年、34人のブドウ農家により組合が創立。現
在の組合員数1700人、ブドウ畑は7000haに及ぶ。
オーガニックではスペイン最大規模のワイナリー。
広大なワイン畑が広がるイニエスタ村にあります。

参考上代1,320円 BODEGA UNION CAMPESINA INIESTENSE 参考上代1,000円

エブロ地方カリニェナのパニサ村に位置し1953年
創立の協同組合です。世界各国への輸出を中心
にワイン生産を行います。近年、ワイナリー内の施設
を大規模に改修し最新設備を備えることで、さらにク
オリティの高いワイン造りが可能となりました。

スペイン−２

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

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

BODEGAS TAGONIUS 参考上代1,500円 BODEGAS FERNANDO CASTRO

オーガニック

オーガニック
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ヴィネード  アンティゴ18
産地：D.O ウティエル　レケーナ

ブラックベリーやカカオの甘い香り、

凝縮感のある果実風味が特徴です。

品種：ボバル

ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ WB1175003  8410744010289
樽熟成８ヶ月・古木使用（８０年）

ピケラス ハイアルティチュード ガルナッチャ18 ピケラス　白　19 ピケラス VS 15
産地：D.Oアラマンサ 産地：D.Oアラマンサ 産地：D.Oアラマンサ

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

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

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

ガルナッチャ  ティントレラ50％

ﾐﾃﾞｨｱﾑ　WB1323001    8414837020339 辛口　WB1324001    8414837041051 ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ　WB1325001    8414837526251

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

プラムとブラックベリーの香り、飲み口は 熟した果実とスパイス,バニラの香り

柔らかながらパンチのあるボディが特徴。 飲み口は柔らか樽熟成による複雑味。

品種：モナストレル 品種：モナストレル

ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ  WB0997003 8422443003934 ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ  WB1264001 8422443005718

樽熟成2ヶ月・ノンフィルター 樽熟成4ヶ月・ノンフィルター

参考上代1,320円 参考上代1,600円

ヘヴェルヂ１８ ボナヴィータ赤１７
産地：IGPアレンテージャーノ　樽熟成4か月 産地：IGPリスボア　樽熟成６か月

熟した果実やカカオの香り。滑らかな 熟した果実やドライフルーツの香り。

味わいと心地よいボディが特徴です。 豊かなボディと長い余韻が特徴です。

品種：ﾄｩﾘｶﾞﾅｼｮﾅﾙ・ｼﾗｰ・ﾌﾟﾃｨｳﾞｪﾙﾄﾞ 品種：ﾄｩﾘｶﾞﾌﾗﾝｶ・ﾃｨﾝﾀﾛﾘｽ・ｶｽﾃﾗｫﾝ

　　　ｱﾘｶﾝﾃﾌﾞｰｼｪ 　　　シラー

ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ　WB1036004   5604424395008 ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ　WB1037004   5604424348004

参考上代1,320円 参考上代1,320円
Tomoe Wines and Spirits.Co,.Ltd

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

CASA SANTOS LIMA

参考上代1,320円 参考上代1,320円 参考上代3,500円

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

BODEGAS CASTANO

スペイン３・ポルトガル

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

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

BODEGAS TORRE　ORIA 参考上代1,900円 Bodega Piqueras

オーガニック・ヴィーガンヴィーガン

オーガニック オーガニック
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モンターニャ スペリオール ブル－ト

産地：DOベイラス　

細やかな泡立ち。柑橘類や白い花の香り。

ミネラル感溢れる爽やかな味わい。

品種：ﾏﾙｳﾞｧｼﾞｱﾌｨﾅ・ﾊﾞｶﾞ・ﾋﾞｶﾙ・

　　　ﾌｪﾙﾅﾝﾋﾟﾈｽ

辛口　WB1348001   5601168200711

クロニクル赤 15
産地：DOドウロ　樽熟成12か月

ボディは強いがアタックは上質。滑らかな

タンニンのエレガントなワインです。

品種：ﾄｩﾘｶﾞﾅｼｮﾅﾙ・ﾄｩﾘｶﾞﾌﾗﾝｶ・

　　　ソウザォン

ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ　WB1265001 5600153588605

ミアンダー　ピノタージュ18 ミアンダー　シュナンブラン19
産地：ブレードクリーフ 産地：ブレードクリーフ ミアンダー モスカート スパークリング
赤い果実、ドライフルーツやカカオの香り イチジクやシトラスの芳醇な香り、 産地：ブレードクリーフ

適度なタンニン、バランスが取れた味わいです。余韻にレモンのニュアンスを感じます。 リンゴやカリン、ハチミツの香り、

品種：ピノタージュ 品種：シュナンブラン 柔らかな泡立ち、飲み飽きしない甘さが特徴。

フルボディ 辛口 品種：マスカット アレキサンドリア

WB1165002　6009615550195 WB1166003　6009615550133 甘口 5.5％

WB1068001　6009614420558

Tomoe Wines and Spirits.Co,.Ltd
TEL 03-3442-5190FAX 3442-5191

参考上代1,100円 参考上代1,100円 参考上代1,360円

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

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

参考上代2,600円 UNIWINES

ポルトガル・南ア

1943年にAdriano Henriquesによって設立され、現
在は４代目に至ります。 主要品目はスパー
クリング、長い地下のカーブを所有し、ス
パークリングを中心に300万本のボトルを収
容できます。全て瓶内二次発酵を行うスパー
クリングを手がけ世界各国へ販売を行いま
す。

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

サステーナブル

サステーナブル

サステーナブル
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