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【451046】

01 ニュージーランド/マールボロ

●色・容量/赤 750㎖　●ALC/13.5%
●ブドウ品種/ピノ・ノワール100％

クラウディー・ベイ 
ピノ・ノワール
ニュージーランドのカリスマワイナリー
が造る限定生産のピノ・ノワール。滑ら
かなタンニンと深みのある味わいが非
常にエレガントです。

4,644円（税込）
vintage year 2014

MHDモエヘネシーディアジオ株式会社

ミディアム
ボディ

【491817】

02 アメリカ/ソノマ・コースト

●色・容量/赤 750㎖　●ALC/13.5%
●ブドウ品種/ピノ・ノワール100％

バリック 
ピノ・ノワール
深いプラムの風味とブラックチェリー、
ハイビスカスなどが香り、ストラクチャー
のある口当たり。アフターにはほんのり
とヴァニラの風味があります。

3,564円（税込）
vintage year 2015

布袋ワインズ株式会社

ミディアム
ボディ

【423324】

03 日本/北海道

●色・容量/赤 720㎖　●ALC/11.5%
●ブドウ品種/清見、ツバイゲルトレーべ

十勝ワイン 
シャトー十勝
厳選したブドウだけを原料に、フレンチ
オーク樽で熟成し、熟成香が際立つ十
勝ワインのフラッグシップワインです。

3,478円（税込）
vintage year 2012

池田町ブドウ・ブドウ酒研究所

フル
ボディ

【479090】

04 ニュージーランド/マールボロ

●色・容量/赤 750㎖　●ALC/13.5%
●ブドウ品種/ピノ・ノワール100％

オイスター・ベイ 
ピノ・ノワール
熟したチェリーのアロマと、透明感の
ある豊かな果実味。フレンチオーク樽
で１１ヶ月熟成させたまろやかな味わ
いです。

3,294円（税込）
vintage year 2015

日本酒類販売株式会社

フル
ボディ

【457721】

06 イタリア/シチリア

●色・容量/赤 750㎖　●ALC/13.5%
●ブドウ品種/ネーロ・ダーヴォラ

パッソ・デッレ・ムーレ 
シチリアーネ・ロッソ

マラスカ、ラズベリー、スパイスやバニラ
の香り、ビロードのようななめらかさと
上品なタンニンが特徴です。

3,140円（税込）
vintage year 2015

モンテ物産株式会社

フル
ボディ

【491996】

05 オーストラリア/南オーストラリア

●色・容量/赤 750㎖　●ALC/14.5%
●ブドウ品種/シラーズ100%

ウェイクフィールド 
ジャラマン シラーズ

赤いベリー、かすかに黒オリーブとスパ
イスの香り、ローストしたコーヒー豆。15
ヶ月熟成オークの魅力的な特徴が感じ
られます。

3,240円（税込）
vintage year 2015

株式会社明治屋

フル
ボディ

【472330】

07 日本/北海道

●色・容量/赤 720㎖　●ALC/13%
●ブドウ品種/ツヴァイゲルトレーベ100%

余市ワイン 
樽熟ツヴァイゲルトレーベ
樽香と渋味や酸味が複雑に重なり合う
ことで醸し出される重厚感と、華やかな
余韻をお愉しみいただけます。

2,972円（税込）
vintage year 2013

日本清酒株式会社

フル
ボディ

【443519】

08 日本/北海道

●色・容量/赤 720㎖　●ALC/12%
●ブドウ品種/山幸100％

十勝ワイン 
山幸
父親である山ブドウ譲りの草木系の果
実香、力強い酸味と野趣あふれる味わ
いを持ち、秀でた個性を有するワイン
です。

2,492円（税込）
vintage year 2014

池田町ブドウ・ブドウ酒研究所

フル
ボディ

【484865】

09 オーストラリア/南オーストラリア

●色・容量/赤 750㎖　●ALC/15%
●ブドウ品種/シラーズ100%

ジェイコブス・クリーク 
ダブル・バレル シラーズ

ワールドクラスのシラーズの産地として
有名なバロッサ・ヴァレーのブドウを使
用。スコッチウイスキー樽で数ヶ月二次
熟成して仕上げています。

2,430円（税込）
ペルノ・リカール・ジャパン株式会社

フル
ボディ

【487250】

11 日本/北海道

●色・容量/赤 720㎖　●ALC/10%
●ブドウ品種/アムレンシス100%

ＨＯＫＫＡＩＤＯ 
アムレンシス
北国の厳しい気候を乗り越えてきた葡
萄には、野性味と共に高い糖度と酸度
が蓄えられ、他の産地にはない美しい葡
萄酒（ワイン）となりました。

2,250円（税込）
vintage year 2015

北海道ワイン株式会社

甘口

【480993】

12 チリ/マイポヴァレー

●色・容量/赤 750㎖　●ALC/14%
●ブドウ品種/カルメネール100％

ビニャ・タラパカ 
グラン・レゼルバ カルメネール

美しい色合いとスパイシーな飲み口で
特に女性に人気のミディアムボディ。カ
ルメネールは「幻の品種」としても注目
を集めています。

2,208円（税込）
vintage year 2015

リードオフジャパン株式会社

ミディアム
ボディ

【480076】

10 アメリカ/カリフォルニア

●色・容量/赤 750㎖　●ALC/14%
●ブドウ品種/カベルネ・ソーヴィニヨン他

Ｅ＆Ｊガロ カーニヴォ 
カベルネ・ソーヴィニヨン
肉専用黒ワインはあらゆる肉の旨さを
引き立てます。熟成肉、鉄板焼き、焼肉、
あらゆる肉と相性が抜群なワインです。

2,387円（税込）
vintage year 2015

サントリー酒類株式会社

フル
ボディ

【477501】

15 アルゼンチン/メンドーサ

●色・容量/赤 750㎖　●ALC/14%
●ブドウ品種/カベルネ・ソーヴィニヨン100％

カイケン レゼルヴァ 
カベルネ・ソーヴィニヨン
深く濃いルビー色。熟したプラムやス
トロベリー、程良く香る木樽の香り。果
実味はフレッシュでジューシーなワイ
ンです。 

1,944円（税込）
vintage year 2016

エノテカ株式会社

フル
ボディ

【489208】

14 イタリア/ヴェネト

●色・容量/赤 750㎖　●ALC/13.5%
●ブドウ品種/コルヴィーナ、メルロー、シラー

アモーレ・エテルノ 
オーガニック
「永遠の愛」という意味があり、醸造家の
土地への愛情から命名されました。有
機栽培のブドウから造られ果実味が豊
かです。

1,944円（税込）
vintage year 2015

株式会社モトックス

フル
ボディ

【479812】

16 チリ/ラペルヴァレー

●色・容量/赤 750㎖　●ALC/13.5%
●ブドウ品種/シラー65％、カベルネ・ソ
ーヴィニヨン20％、カルメネール15％

カッシェロ・デル・ディアブロ 
デビルズコレクション レッド

口中をブラックプラムの上品な香りと
柔らかいタンニンが、非常に良いバラン
スで包み込みます。 

1,868円（税込）
vintage year 2015

メルシャン株式会社

フル
ボディ

【491816】

13 イタリア/プーリア

●色・容量/赤 750㎖　●ALC/12.5%
●ブドウ品種/プリミティーヴォ100％

ドーディチ・エ・メッツォ 
プリミティーヴォ

濃厚でしっかりとしていますが、適度で
飲み口が良いのが特徴です。早めに収
穫して醸造し、低めのアルコール度数に
しています。

1,944円（税込）
vintage year 2014

株式会社メモス

ミディアム
ボディ

【438733】

17 日本/北海道

●色・容量/赤 720㎖　●ALC/12%
●ブドウ品種/ふらの２号、ツバイゲルトレーベ

ふらのワイン 
羆の晩酌

ふらのワインが独自に交配したオリジ
ナル品種ふらの２号とツバイゲルトレー
ベを使用。野趣たっぷりで味わい豊かな
赤ワインです。

1,854円（税込）
vintage year 2015

富良野市ぶどう果樹研究所

ミディアム
ボディ

【481611】

24 フランス/コート・デュ・ローヌ

●色・容量/赤 750㎖　●ALC/13.5%
●ブドウ品種/グルナッシュ60％、シラー20％、
カリニャン10％、ムールヴェドル10％

コート・デュ・ローヌ 
マジ・ユヌ・テール

カシスやブラックベリーといった黒い果
実や、スパイスやハーブのような複雑な
アロマがあり、濃厚で力強い味わいのワ
インです。

1,480円（税込）
vintage year 2015

合同酒精株式会社

フル
ボディ

【491824】

19 スペイン/ラ・マンチャ

●色・容量/赤 750㎖　●ALC/13%
●ブドウ品種/ガルナッチャ100％

アシエンダ・ウバニス 
ガルナッチャ

鮮やかな色調で、ブラックベリーを思わ
せる香り。フレッシュな口当たりだが凝
縮感のあるブドウの味わいです。

1,620円（税込）
vintage year 2014

株式会社ワインツリー

ミディアム
ボディ

【491818】

21 ポルトガル/ドウロ

●色・容量/赤 750㎖　●ALC/13%
●ブドウ品種/ティンタ・ロリス、
ティンタ・バロッカ、トゥリガ・フランカ、
トゥリガ・ナショナル

エステヴァ 
ドウロ
完熟したイチゴやチェリーを思わせる
香り、程良い酸味のある洗練されたタン
ニン、エレガントなフィニッシュです。

1,620円（税込）
vintage year 2015

ユニオンリカーズ株式会社

フル
ボディ

【491825】

20 スペイン/カリニェナ

●色・容量/赤 750㎖　●ALC/13%
●ブドウ品種/テンプラニーリョ、ガルナッチャ

ディビニス 
ロブレ

スペインの日照の豊かさと土壌に多く
含まれる石灰岩から命名されました。さ
わやかな果実味、柔らかいタンニンが
特長のワインです。

1,620円（税込）
vintage year 2015

株式会社ワインツリー

ミディアム
ボディ

【458692】

22 日本/北海道

●色・容量/赤 720㎖　●ALC/12%
●ブドウ品種/メルロー、ヤマ・ソービニオン

富岡ワイナリー 
遊楽部ワイン 赤
メルローと山ブドウ交配種を主原料に
した赤ワイン。軽い渋みとしっかりとした
酸味が特徴です。

1,598円（税込）
札幌酒精工業株式会社

ミディアム
ボディ

【491819】

23 イタリア/ヴェネト

●色・容量/赤 750㎖　●ALC/14%
●ブドウ品種/コルヴィーナ・ヴェロネーゼ100%

イ・バルジ 
ヴェネト

６ヶ月間木樽で熟成させたＩＧＴとは思え
ないほどの繊細な赤い果実の香りと、
バランスの良い果実味が魅力のワイン
です。

1,598円（税込）
vintage year 2015

重松貿易株式会社

フル
ボディ

【489018】

18 アメリカ

●色・容量/赤 750㎖　●ALC/13.5%
●ブドウ品種/ジンファンデル、カベルネ・ソー
ヴィニヨン、テンプラニーリョ、マルベック他

Ｅ＆Ｊガロ ダークホース 
ビッグ・レッド・ブレンド
濃厚で豊かなコクを楽しめる味わい実
現のため、土地の気候・土壌に拘らず、世
界中から選び抜いたぶどう品種をブレ
ンドしたワインです。

1,696円（税込）
サントリー酒類株式会社

フル
ボディ

【488531】

26 イタリア/シチリア

●色・容量/赤 750㎖　●ALC/13.5%
●ブドウ品種/ネロ・ダーヴォラ100％

イニコン 
ネロ・ダーヴォラ
フルーティでスパイシーな香り。シルキ
ーなタンニンと程よい酸度により得ら
れた、エレガントなストラクチャーのオー
ガニックワインです。

1,350円（税込）
vintage year 2015

日欧商事株式会社

ミディアム
ボディ

【492238】

25 スペイン/ラ・マンチャ

●色・容量/赤 750㎖　●ALC/14%
●ブドウ品種/テンプラニーリョ

ボデガス・サン・アントニオ・
アバド デリシオソ
赤いベリーのニュアンスと滑らかなタン
ニン、スパイシーかつジューシーな味わ
いが交互に口の中で広がります。

1,404円（税込）
vintage year 2015

株式会社明治屋

ミディアム
ボディ

【481059】

27 オーストラリア/南オーストラリア

●色・容量/赤 750㎖　●ALC/14%
●ブドウ品種/シラーズ

スリー・ピラーズ 
ザ・グルメ シラーズ

オークからくる微かなバニラや杉の風
味、スムーズな飲み心地のミディアムボ
ディ。幅広いお料理に合わせやすい、エ
レガントな味わいです。

1,318円（税込）
vintage year 2014

ファームストン株式会社

ミディアム
ボディ

【485529】

28 チリ/マウレヴァレー

●色・容量/赤 750㎖　●ALC/13.5%
●ブドウ品種/カベルネ・ソーヴィニヨン
50％、カルメネール30％、シラー20％

パロ・アルト 
リゼルヴァⅠ

がっしりとしていながらも柔らかで特徴
のある風味。タンニンの甘さと、樽由来
の香りのバランスが良いワインです。カ
ベルネ・ソーヴィニヨン主体。

1,280円（税込）
vintage year 2015

VCT JAPAN株式会社

ミディアム
ボディ

【486908】

29 南アフリカ/ウエスタン・ケープ

●色・容量/赤 750㎖　●ALC/14.5%
●ブドウ品種/シラーズ100%

ケープ・ハイツ 
シラーズ

ラズベリーやチェリーの果実味が溢れ
だす赤ワイン。黒胡椒等のスパイスも
香り立ち、ミネラル感にも優れます。

1,026円（税込）
vintage year 2016

株式会社モトックス

フル
ボディ

Rouge
Wine

赤ワイン

　 SAKURAアワ－ド2017 ゴールド（2014ＶＩＮ）

♦ジャパン・ワイン・チャレンジ2016 銀賞 
　（2015ＶＩＮ）

♦国産ワインコンクール2007 銅賞、
　2010 奨励賞、2014 奨励賞

♦ブリュッセル国際ワインコンクール 金賞

♦ベルリナー・ワイン・トロフィー 金賞

♦カタビヌム・ワールド・ワイン＆
　スピリッツ・コンペティション2016 
　銀賞(2015ＶＩＮ) 

　 SAKURAアワ－ド2017 ゴールド（2015ＶＩＮ）
♦ニュージーランド・インターナショナル・ワインショー2016 金賞（2015ＶＩＮ）
♦ワールド・ワイン・チャンピオンシップ・アワード2016 金賞（2015ＶＩＮ）

　SAKURAアワード2015 ゴールド　
♦コンクールモンディアル2014 金賞　
♦インターナショナルワインチャレンジ2010、2011、2012、2013 金賞

　SAKURAアワ－ド2017 ゴールド
　（2015ＶＩＮ）

　SAKURAアワ－ド2017 ゴールド
　（2015ＶＩＮ）

　SAKURAアワード2016 ダブルゴールド（2013ＶＩＮ）
♦ムンドゥス・ヴィニ 金賞（2013ＶＩＮ）
♦ベルリン・ワイン・トロフィー 金賞（2013ＶＩＮ、2015ＶＩＮ）

　SAKURAアワ－ド2017 ゴールド（2014ＶＩＮ）　
♦Concours Mondial du Bruxelles 金賞（2013ＶＩＮ）

　SAKURAアワ－ド2014 ゴールド

　SAKURAアワ－ド2017 ゴールド
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北酒販ワインソムリエが
世界各地から厳選した至福のワインを
お届けします。

私たちがセレクトしました。 

ベストワイン賞：厳選したワインの中から特に優れた評価を得たワイン
コスパワイン賞：1,620円（税込）以下の商品で特に優れた評価を得たワイン受注締切日

平成29年
 9月21日(木)
お届け 10月中旬頃

2017
このマークが目印です。

北酒販ワインソムリエ

特別企画 サクラアワード特集

（Han）’s
Collection
販

2017年サクラアワードでダイヤモンドトロフィー、ダブル
ゴールドを受賞したワインの中からセレクトしました。
商品番号　 ～58 66



※一部商品につきましては品切れする場合がございます。　※ヴィンテージ、アルコール度数は変更になる場合がございます。　※コンクールの受賞ワインは旧ヴィンテージの場合がございます。　　※表示価格は２０１7年８月１日現在の参考小売です。商品により価格改定となる場合がございます。

【447520】

30 ニュージーランド/マールボロ

●色・容量/白 750㎖　●ALC/13.5%
●ブドウ品種/ソーヴィニヨン・ブラン100％

クラウディー・ベイ 
ソーヴィニヨン・ブラン
世界中が恋したマールボロ産ソーヴィ
ニヨン・ブラン。トロピカルなボディーに
ハーブや青りんごを思わせる爽快さが
衝撃的です。

3,888円（税込）
vintage year 2016

MHDモエヘネシーディアジオ株式会社

辛　口

【473814】

31 フランス/ブルゴーニュ

●色・容量/白 750㎖　●ALC/12.5%
●ブドウ品種/シャルドネ100％

ドルーアン・ヴォードン 
シャブリ

名門ドルーアン家の真のシャブリ！生き
生きとした上品な酸、バランスが良く
フィニッシュには心地よいミネラル感
があります。

3,089円（税込）
vintage year 2015

三国ワイン株式会社

辛　口

【465094】

32 アメリカ/カリフォルニア

●色・容量/白 750㎖　●ALC/13.5%
●ブドウ品種/シャルドネ100％

ケンダル・ジャクソン 
ヴィントナーズ・リザーヴ 
シャルドネ
21年連続全米売り上げNo.1という輝
かしい実績を持つ、ケンダル・ジャクソ
ンの代名詞とも言えるリッチなシャルド
ネです。

3,024円（税込）
vintage year 2015

エノテカ株式会社

辛　口

【479088】

33 ニュージーランド/マールボロ

●色・容量/白 750㎖　●ALC/12.5%
●ブドウ品種/ソーヴィニヨン・ブラン100％

オイスター・ベイ 
ソーヴィニヨン・ブラン

輝きのあるレモンイエロー。パッション
フルーツやトロピカルフルーツの熟し
た香り。清涼感のある辛口の味わいで
す。

2,905円（税込）
vintage year 2016

日本酒類販売株式会社

辛　口

【486907】

34 フランス/ボルドー

●色・容量/白 750㎖　●ALC/13.5%
●ブドウ品種/ソーヴィニヨン・ブラン50%、
　セミヨン50%

ル・ジェ・ド・シャトー・ギロー

ソーテルヌの1級シャトー・ギローが造
る辛口白ワイン。柑橘系のフレッシュな
果実味にハーブのような風味を持って
います。

2,700円（税込）
vintage year 2015

株式会社モトックス

辛　口

【491820】

35 スペイン/ガリシア

●色・容量/白 750㎖　●ALC/12.5%
●ブドウ品種/アルバリーニョ100％

ラモン・ビルバオ 
アルバリーニョ
手摘み収穫で厳選されたブドウのみを
使用。ライチの爽やかでみずみずしい
アロマ、フレッシュでキレの良い酸味は
シーフードと好相性です。

2,700円（税込）
vintage year 2015

ユニオンリカーズ株式会社

辛　口

【487252】

36 日本/北海道

●色・容量/白 720㎖　●ALC/11%
●ブドウ品種/ミュラー・トゥルガウ100%

ＨＯＫＫＡＩＤＯ 
ミュラー・トゥルガウ
北の大地ならではの透き通るような酸
に、柑橘類のさわやかさを感じさせる香
りが特徴的な味わいの辛口ワインです。

2,250円（税込）
vintage year 2015

北海道ワイン株式会社

辛　口

【482801】

37 オーストラリア/南オーストラリア

●色・容量/白 750㎖　●ALC/13.5%
●ブドウ品種/シャルドネ100％

ペンフォールズ 
クヌンガ・ヒル シャルドネ
グレープフルーツとシトラスのパレット
にクリーミーなテクスチャー、キレの良
い酸味が感じられます。

2,160円（税込）
vintage year 2015

サッポロビール株式会社 【491805】

38 アメリカ/カリフォルニア

●色・容量/白 750㎖　●ALC/13.5%
●ブドウ品種/ピノ・グリージョ80％、フレンチ・コ
ロンバード10%、ミュスカ5%、リースリング5%

スリー・シーヴズ 
ピノ・グリージョ

ライム、レモン、青リンゴに加え白桃の
ようなピュアな果実感。爽やかな酸味
と余韻に残るハーブの香り、後味のほ
ろ苦さが心地よいワインです。

1,944円（税込）
vintage year 2015

布袋ワインズ株式会社

辛　口

【478395】

41 日本/北海道

●色・容量/白 720㎖　●ALC/11%
●ブドウ品種/ケルナー100％

はこだてわいん 
北海道100 ケルナー

北海道産ケルナー種を使用し、柑橘系
の香りとフレッシュでキレのある酸味
が特徴の白ワインです。

1,620円（税込）
株式会社はこだてわいん【487205】

39 イタリア/バジリカータ

●色・容量/白 750㎖　●ALC/12%
●ブドウ品種/グレーコ60％ 
　フィアーノ40％

フェウディ・デル・ヴェスコヴォ 
グレコ・フィアーノ
しっかりとした旨味やボディも感じら
れ、さわやかな酸味があるフレッシュで
クリーンなワインです。

1,728円（税込）
vintage year 2016

日本リカー株式会社

辛　口

【491821】

42 ポルトガル/アレンテージョ

●色・容量/白 750㎖　●ALC/13.5%
●ブドウ品種/アンタン・ヴァズ、
　ロウペイロ、ペルム

エスポラン 
モンテ・ヴェーリョ ホワイト
華やかな柑橘系のアロマ、白桃等の香
り、フレッシュでデリケートな香り。しっ
かりとした果実味、エレガントでバラン
スのとれた味わいです。

1,620円（税込）
vintage year 2015

木下インターナショナル株式会社

辛　口

【484915】

43 イタリア/プーリア

●色・容量/白 750㎖　●ALC/13.5%
●ブドウ品種/モスカート100%

サン・マルツァーノ エステッラ 
モスカート・サレント

ライチやマスカット、蜜を含んだリンゴなど
甘やかで華やかな香り。酸とミネラル感のバ
ランスのとれた爽やかな辛口白ワインです。

1,512円（税込）
vintage year 2015

株式会社モトックス

辛　口

【486016】

44 日本/山梨県

●色・容量/白 750㎖　●ALC/12.5%
●ブドウ品種/甲州100％

まるき 甲州

軽い柑橘系の香りと爽やかな酸味と、
すっきりとした口当たりは和食にぴった
りです。ほんのり残した甘味が甲州種
の特徴を十分に引き出しています。

1,458円（税込）
vintage year 2016

まるき葡萄酒株式会社 【485531】

45 チリ/マウレヴァレー

●色・容量/白 750㎖　●ALC/13%
●ブドウ品種/シャルドネ100％

パロ・アルト 
シャルドネ

パパイヤやパイナップルのフルーティ
な香りに加え、樽の香りも特徴です。爽
やかでソフトな口当たり、酸味とリッチ
な果実味の辛口白ワインです。

1,280円（税込）
vintage year 2015

VCT JAPAN株式会社

辛　口

【489019】

40 アメリカ

●色・容量/白 750㎖　●ALC/13.5%
●ブドウ品種/シャルドネ、ヴィオニエ、
　ゲヴュルツ・トラミネール

Ｅ＆Ｊガロ ダークホース 
シャルドネ
シャルドネをベースにリッチでコクがあ
り、完熟した果実感とまろやかな味わい
が特長のもっちりボディの濃い旨ワイ
ンです。

1,696円（税込）
vintage year 2015

サントリー酒類株式会社

辛　口

【487214】

46 アルゼンチン/サルタ

●色・容量/白 750㎖　●ALC/13%
●ブドウ品種/トロンテス100%

クマ オーガニック 
トロンテス

バラ、ジャスミン、オレンジピール、フ
レッシュな桃や花の香り。豊かな果実味
があり、心地よい酸がトロンテスらしさ
を感じられます。

1,242円（税込）
vintage year 2016

株式会社スマイル

辛　口

【481032】

47 オーストラリア/南東部

●色・容量/白 750㎖　●ALC/13.5%
●ブドウ品種/シャルドネ100%

ハーディーズ 
ノッテージ・ヒル シャルドネ

口いっぱいに広がる核果と、いきいき
としたシトラスの風味がワインに素晴
らしい味わいを与え、心地よく長い余
韻が感じられます。

1,234円（税込）
vintage year 2016

アコレード・ワインズ・ジャパン株式会社

辛　口

【486274】

48 チリ/ラペルヴァレー

●色・容量/白 750㎖　●ALC/13.5%
●ブドウ品種/シャルドネ

ビスケルト 
ペティロホ・レゼルヴァ 
シャルドネ
熟したアプリコットやみずみずしいパイ
ナップル、白い花などの香り。爽やかな
酸味と果実味の辛口の白ワインです。

1,188円（税込）
vintage year 2016

株式会社明治屋

辛　口

【485102】

58 オーストラリア/南オーストラリア

●色・容量/赤 750㎖　●ALC/13.5%
●ブドウ品種/カベルネ・ソーヴィニヨン

カトヌック・エステート
カベルネ・ソーヴィニヨン

ブラックベリーやプラム、桑の実などの
黒い果実の香りに、微かな樽熟成風味
の折り重なった複雑性のある味わいが
感じられます。

4,687円（税込）
vintage year 2012

アサヒビール株式会社

　SAKURAアワード2017 
　ダブルゴールド（2012ＶＩＮ）

【462580】

59 日本/北海道

●色・容量/白 720㎖　●ALC/11%
●ブドウ品種/ケルナー100％

はこだてわいん 
香り仕込みケルナー Sparkling

北海道産ケルナー種を使用し、フレッ
シュフルーツの豊かな香りと甘味、スッ
キリとした酸味が口当たりの良いス
パークリングワインです。

2,354円（税込）
株式会社はこだてわいん

　SAKURAアワード2017 ダブルゴールド（2015ＶＩＮ）
♦日本ワインコンクール2016 銀賞

辛　口

【467215】

60 ニュージーランド/マールボロ

●色・容量/白 750㎖　●ALC/11.5%
●ブドウ品種/ソーヴィニヨン・ブラン95%、
　セミヨン5%

シレーニ・エステート セラー・セレクション
ソーヴィニヨン・ブラン

レモンやライムなどにハーブが入り混
じった洗練された香り。フルーティで爽
快な、和食にもよく合うクリアなワイン
です。

1,998円（税込）
vintage year 2016

エノテカ株式会社

　SAKURAアワード2017 ダブルゴールド（2016ＶＩＮ）

　SAKURAアワード2017 
　ゴールド（2016ＶＩＮ）

　サクラアワード2017 ゴールド（2016ＶＩＮ）
♦日本で飲もう最高のワイン2016 金賞（2015ＶＩＮ）
♦日本ワインコンクール2016 銅賞（2015ＶＩＮ）

【458398】

61 スペイン/アラゴン

●色・容量/赤 750㎖　●ALC/14.5%
●ブドウ品種/ガルナッチャ85％、
　テンプラニーリョ15％

ボルサオ セレクション
ティント

スパイシーな香りとしっかりした骨格を
持っています。熟した果実と花の香り、
複雑なアフターテイストが心地よい、
ふくよかな赤ワインです。 

1,901円（税込）
vintage year 2015

メルシャン株式会社

　SAKURAアワード2017 ダブルゴールド（2015ＶＩＮ）
♦ガルナッチャ・デュ・モンド2017 金賞（2015ＶＩＮ）

【480101】

63 ドイツ/ラインヘッセン

●色・容量/白 750㎖　●ALC/9.5%
●ブドウ品種/シルヴァネール、
　ケルナー、ミュラー・トゥルガウ

ラングート 
エルベン・シュペートレーゼ

豊潤なフルーツのアロマと、はじけるよ
うな酸味がバランス良く調和した味わ
いが特長のワインです。

1,296円（税込）
vintage year 2014

サッポロビール株式会社

　SAKURAアワード2017 
　ダブルゴールド（2014ＶＩＮ）

【491822】

62 フランス/ラングドック＆ルーション

●色・容量/赤 750㎖　●ALC/12.5%
●ブドウ品種/シラー100%

アウト・オブ・ザ・ブルー
オーガニック シラー

“青天の霹靂”という名のオーガニックワ
イン。飲み易くてエレガントな骨格に加
え、しっかりとしたタンニンもあります。

1,512円（税込）
vintage year 2015

三国ワイン株式会社

　SAKURAアワード2017
　ダブルゴールド（2016ＶＩＮ）

【489638】

64 ドイツ/ラインヘッセン

●色・容量/白 750㎖　●ALC/10%
●ブドウ品種/ミュラー・トゥルガウ、
　ケルナー、シルヴァーナ

ペーター・メルテス 
ラインヘッセン アウスレーゼ　

お手頃価格のアウスレーゼ。はっきりと
した桃の香りと、レモンやミラベルなど
を思わせる香り。コクがあり、柔らかな
甘みが感じられます。

1,188円（税込）
vintage year 2015

株式会社スマイル

　SAKURAアワード2017 
　ダブルゴールド（2015ＶＩＮ）

辛　口

【489644】

65 アルゼンチン/サン・ファン

●色・容量/白 750㎖　●ALC/13.5%
●ブドウ品種/シャルドネ60%、
　トロンテス40%

カリア アルタ
シャルドネ＆トロンテス

シャルドネのアロマとトロピカル・フル
ーツを想わせる清々しい果実味、引き
締まった酸が心地よい白ワインです。

1,080円（税込）
vintage year 2016

株式会社モトックス　

　SAKURAアワード2017 
　ダイヤモンド・トロフィー（2016ＶＩＮ）

辛　口

【475911】

66 イタリア/トレンティーノ・アルト・アディジェ

●色・容量/白 750㎖　●ALC/12%
●ブドウ品種/シャルドネ100％

テッレ・デル・ノーチェ
シャルドネ

北イタリア・ドロミテ渓谷で栽培された
ブドウを使用。トロピカルなフルーツの
香りと、キレのある酸味が心地よいジュ
ーシーで辛口なワインです。

967円（税込）
vintage year 2015

日本酒類販売株式会社

　SAKURAアワード2017 
　ダイヤモンド・トロフィー（2016ＶＩＮ）

辛　口

【491823】

49 スペイン/ペネデス

●色・容量/白 750㎖　●ALC/13%
●ブドウ品種/チャレロ70％、
　シャルドネ30％

ボデガス・ロウラ
カヴァ ブリュット

18ヶ月セラーにて熟成後リリース。緑
がかった明るいイエロー。酸は穏やか
で、エレガントなアロマと果実感です。

1,944円（税込）
株式会社ワインツリー

♦インターナショナルワインチャレンジ 金賞

【483666】

50 オーストラリア/ニューサウスウェールズ

●色・容量/ロゼ 750㎖　●ALC/11%
●ブドウ品種/シャルドネ80％、
　ピノ・ノワール19％、シラーズ1％

デ・ボルトリ 
ジャン・ピエール ロゼ

フレッシュな果実の香り。細かな泡立ち
とクリーンでさっぱりとした後味に微か
な甘みが感じられます。やや辛口のロ
ゼスパークリングです。

1,642円（税込）
ファームストン株式会社

辛　口

【474552】

51 日本/山梨県

●色・容量/白 720㎖　●ALC/11%
●ブドウ品種/甲州100％

マンズ 甲州 酵母の泡
ブリュット

繊細で泡立ちが長く続き、甲州種特有
の上品な香りと柔らかな酸味がバラン
スよく、心地よい口当たりで飲み口の
良さが特長のワインです。

1,620円（税込）
キッコーマン食品株式会社

【479231】

53 日本/山梨県

●色・容量/白 750㎖　●ALC/9%
●ブドウ品種/デラウェア100％

フジッコワイナリー
マディ デラウェア
シャンパン方式で仕上げたにごりある
発泡ワイン。ほのかな甘い香りに心地
よい酸味。きめ細かい泡立ちでエレガ
ントな味わいです。

1,620円（税込）
株式会社アデカ

辛　口

【446927】

54 スペイン/ペネデス

●色・容量/白 750㎖　●ALC/12%
●ブドウ品種/マカベオ45％、
チャレロ40％、シャルドネ10％、
パレリャーダ5％

ポール・シェノー ブラン・ド・ブラン
ガウディエディション

24ヶ月瓶熟成の上質カヴァ。エレガント
で余韻の長い泡。ドライハーブのヒント
とビスケットなどのトースト香が感じら
れます。

1,598円（税込）
株式会社ドウシシャ

【473912】

52 日本/山梨県

●色・容量/白 720㎖　●ALC/12%
●ブドウ品種/甲州100％

シャトー勝沼
スパークリング甲州

山梨県産の甲州種のみで仕込んだス
パークリングワイン。フレッシュで柑橘
系豊かな香りと、細かく長い泡立ちを
楽しめます。

1,620円（税込）
vintage year 2015

株式会社シャトー勝沼

♦ジャパンワインチャレンジ
　2010 金賞、2013 銅賞、2014 銀賞、
　2015 トロフィー＆金賞

【491262】

55 オーストラリア

●色・容量/白 750㎖　●ALC/7.5%
●ブドウ品種/モスカート

イエローテイル
モスカート・バブルス
搾りたてのぶどう、ピーチ、パッションフ
ルーツの明るい果実味の香りが特徴
で、自然な甘さで口に含むとトロピカル
フルーツのような味わいです。

1,188円（税込）
サッポロビール株式会社 【491261】

56 オーストラリア

●色・容量/赤 750㎖　●ALC/7.5%
●ブドウ品種/モスカート

イエローテイル
レッド・モスカート・バブルス
フレッシュないちごの香りと、美しく立
ち昇る泡。スウィート・チェリーのフルー
ティーな味わいが、程よい甘さとともに
広がります。

1,188円（税込）
サッポロビール株式会社

辛　口

【452813】

57 オーストラリア/南東部

●色・容量/白 750㎖　●ALC/12%
●ブドウ品種/ピノ・ノワール、シャルドネ

ハーディーズ スタンプ
スパークリング
やわらかくクリーミーな印象に、さわや
かなベリーの果実味が感じられます。
いきいきとした泡立ちに自然な酸味を
感じるフィニッシュです。

1,078円（税込）
アコレード・ワインズ・ジャパン株式会社

Sparkling
 Wineスパークリング

ワイン

やや甘口

やや甘口

Blanc
Wine

白ワイン

♦ジャパン・ワイン・チャレンジ2016 金賞（2015ＶＩＮ）
♦ベルリン・ワイン・トロフィー2016 金賞（2015ＶＩＮ）
♦リヨン・インターナショナル・コンペティション
　2016 金賞（2015ＶＩＮ）

♦日本ワインコンクール2016 銅賞

　SAKURAアワ－ド2017 ゴールド（2016ＶＩＮ）

♦San Francisco ChronicleWineCompetition2013 金賞

♦GLOBAL MASTER CHARDONNAY2015 
　銀賞（2015ＶＩＮ）

やや辛口 やや辛口

　SAKURAアワード2015 ゴールド

　SAKURAアワード2017 ゴールド
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やや甘口 やや甘口 やや甘口
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　SAKURAアワ－ド2017 ゴールド（2015ＶＩＮ）

やや辛口

やや辛口

ベ
ス
ト
ワ
イ
ン
賞

2017

コ
ス
パ
ワ
イ
ン
賞

2017

コ
ス
パ
ワ
イ
ン
賞

2017

ベ
ス
ト
ワ
イ
ン
賞

2017

コ
ス
パ
ワ
イ
ン
賞

2017

サクラアワードとは?
女性が審査する日本最大級のワイン審査会。
2017年は世界各国のワイン4,212アイテムを女性ソムリエ、バイ
ヤーなどワインの専門家406人の女性審査員によって、ブラインド
テイスティングで厳正な審査を行い、受賞ワインが選ばれています。
ダイヤモンドトロフィー・・・44アイテム受賞
ダブルゴールド・・・237アイテム受賞

ダイヤモンドトロフィー ダブルゴールド

♦日本で飲もう最高のワイン2017 
　プラチナ（2015ＶＩＮ）


