
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

2018
このマークが目印です。

北酒販ワインソムリエ――

（Han）’sCollection販
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。

平成30年
 9月20日(木)
お届け 10月下旬頃

取りまとめ分
受注締切日

ワイン
ソムリエ

※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２０１８年９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。

クラウディー・ベイ 
ソーヴィニヨン・ブラン

【447520】

ニュージーランド/マールボロ

●色・容量/白 750㎖　●ALC/13.0%
●ブドウ品種/ソーヴィニヨン・ブラン
100%

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 2017

MHDモエヘネシーディアジオ株式会社

ドルーアン・ヴォードン 
シャブリ

【473814】

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

　SAKURAアワード2018 
　ダイヤモンド・トロフィー（2015VIN）
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

ルイ・ジャド 
スティール・シャルドネ

【493012】

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%

　SAKURAアワード2018 
　シルバー（2016VIN）
ブルゴーニュ産シャルドネを100%ステ
ンレスタンクで醸造したフルーティーで
さわやかな辛口白ワインです。

2,916円（税込）
vintage year 2016

日本リカー株式会社

テヌータ・カレッタ 
モンセリート ガヴィ・デル・
コムーネ・ディ・ガヴィ

【493729】

イタリア/ピエモンテ

●色・容量/白 750㎖　●ALC/12.5%
●ブドウ品種/コルテーゼ

ステンレスタンクで6ヶ月熟成、瓶熟成2
ヶ月を経て、芳香で爽やかな酸味を持っ
たワインに仕上げました。花や白い果実
のニュアンスが特長です。

2,700円（税込）
vintage year 2016

サッポロビール株式会社

【461736】

アルゼンチン/メンドーサ

●色・容量/白 750㎖　●ALC/14.0%
●ブドウ品種/トロンテス100%

テラザス レゼルヴァ 
トロンテス
アルゼンチンの固有品種のトロンテス。
華やかなアロマと清涼感溢れる果実味
が大人気。カジュアルに楽しみたい爽や
かな白ワインです。

2,592円（税込）
vintage year 2016

MHDモエヘネシーディアジオ株式会社

ビオンタ 
アルバリーニョ

【479474】

スペイン/リアス・バイシャス

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

熟したりんごや白桃を思わせる香りが
あり、口にいれるとみずみずしくフレッシ
ュな第一印象です。キレのある酸が豊
かですっきりとした辛口です。

2,592円（税込）
vintage year 2014

サントリー酒類株式会社

マニア 
ベルデホ

【421749】

スペイン/カスティーリャ・イ・レオン

●色・容量/白 750㎖　●ALC/13.0%
●ブドウ品種/ベルデホ

爽やかなハーブのアロマに、完熟したパ
イナップルの甘くエレガントな香りが口
に広がり、フレッシュでバランスのとれた
酸味が楽しめます。

2,052円（税込）
vintage year 2015

ユニオンリカーズ株式会社

タラモンティ トラボケット

【477355】

イタリア/アブルッツォ

●色・容量/白 750㎖　●ALC/13.0%
●ブドウ品種/ペコリーノ

　SAKURAアワード2018 
　ダブルゴールド（2016VIN）
♦インターナショナル・ワイン・チャレンジ2013 
　トロフィー＆金賞（2012VIN）
輝きのある麦わら色で、青りんご、熟した
洋ナシのフルーティーな香りやジャスミ
ンの香りが広がります。爽やかでバラン
スのとれた酸が特徴です。

1,944円（税込）
vintage year 2017

サッポロビール株式会社

ベルタス・フォーリー 
バリスタ シャルドネ

【421750】

南アフリカ/ウェスタン・ケープ

●色・容量/白 750㎖　●ALC/13.0%
●ブドウ品種/シャルドネ100%

シトラスと熟した桃の華やかな香り。シト
ラスのニュアンスが感じられ、セイヨウ
スグリとヴァニラオークのリッチな余韻
が続きます。

1,944円（税込）
vintage year 2017

株式会社スマイル

【450736】

フランス/ラングドック＆ルーション

●色・容量/白 750㎖　●ALC/13.0%
●ブドウ品種/マスカット・オブ・アレクサ
ンドリア60%、ミュスカ・プティ・グラン
20%、ヴィオニエ20%

ドメーヌ・カズ カノン・
デュ・マレシャル ブラン
　SAKURAアワード2018 
　ゴールド（2016VIN） 
柑橘類、洋ナシを思わせる華やかな香
り、酸のバランスが絶妙な、フレッシュで
フルーティな有機ワインです。

1,858円（税込）
vintage year 2016

メルシャン株式会社

ドーディチ・エ・メッツォ 
マルヴァジア

【487617】

イタリア/プーリア

●色・容量/白 750㎖　●ALC/12.5%
●ブドウ品種/マルヴァジア100%

　SAKURAアワード2018 ゴールド（2017VIN）
　SAKURAアワード2017 
　ダイヤモンド・トロフィー（2016VIN）
ライチやトロピカルフルーツを思わせる
フルーティな香りと甘い口当たりで、心地
良い酸味と果実味をお愉しみ頂けます。

1,836円（税込）
vintage year 2016

株式会社メモス

ル・プティ・カボッシィ 
ブラン

【421751】

フランス/プロヴァンス

●色・容量/白 750㎖　●ALC/14.0%
●ブドウ品種/ソーヴィニヨン・ブラン
100%

♦ヴィニュロン・アンデパンダン2018 金賞
柑橘類の果実、熟したアプリコットや花
の香りなどがあり、爽やかさと適度な酸
味のバランスがとれた味わいです。

1,512円（税込）
vintage year 2017

巴ワイン・アンド・スピリッツ株式会社

ミッシェル・シャプティエ 
マリウス ブラン

【493261】

フランス/ラングドック＆ルーション

●色・容量/白 750㎖　●ALC/12.5%
●ブドウ品種/ヴェルメンティーノ

♦日本で飲もう最高のワイン2018 
　シルバー（2016VIN）
フレッシュでエレガントな口当たり。華や
かで芳醇な白いバラの香りと心地よい
酸味とのバランスがよく、果実味あふれ
た味わいです。

1,350円（税込）
vintage year 2016

日本酒類販売株式会社

オーガニック・ワイン・
プロデューサーズ 
シャルドネ

【421752】

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

♦日本で飲もう最高のワイン2018 
　ゴールド（2017VIN） 
オーストラリアでオーガニックの認証を
とっているワイナリー。綺麗で繊細さを
持った爽やかなワインです。

1,296円（税込）
vintage year 2017

ファームストン株式会社

【485531】

チリ/マウレ・ヴァレー

●色・容量/白 750㎖　●ALC/13.0%
●ブドウ品種/シャルドネ100%

パロ・アルト 
シャルドネ
♦GLOBAL MASTER 
　CHARDONNAY2015 銀賞（2015VIN）
パパイヤやパイナップルのフルーティ
な香りに加え、樽の香りも特徴的。爽や
かでソフトな口当たり、酸味とリッチな果
実味の辛口ワインです。

1,280円（税込）
vintage year 2016

VCT JAPAN株式会社

ハーディーズ 
ノッテージ・ヒル シャルドネ

【481032】

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%

♦日本で飲もう最高のワイン2017 
　プラチナ（2015VIN） 
口中に広がる核果と、いきいきとしたシ
トラスの風味が素晴らしい味わいを与
え、心地よい余韻が感じられます。ＡＮＡ
空港ラウンジでも採用されました。

1,272円（税込）
vintage year 2017

アコレード・ワインズ・ジャパン株式会社

ガウメン・シュピール 
ショイレーベ

【421753】

ドイツ/ラインヘッセン

●色・容量/白 750㎖　●ALC/11.0%
●ブドウ品種/ショイレーベ100%

　SAKURAアワード2018　
　ゴールド（2016VIN）
アロマティックでスパイシーな香りや、
グレープフルーツのような果実味、そし
てフレッシュな酸と余韻のミネラル感が
特長です。

1,242円（税込）
vintage year 2017

株式会社スマイル

モメサン 
シャルドネ

【423836】

フランス/ラングドック＆ルーション

●色・容量/白 750㎖　●ALC/12.5%
●ブドウ品種/シャルドネ

　SAKURAアワード2018 
　ゴールド（2016VIN）
一世紀を超える歴史を持つモメサンが
造る伝統の味わい。ほどよい酸味とコク
が、優しい余韻を残します。

1,242円（税込）
vintage year 2016

合同酒精株式会社

ジネステ プティ・コショネ 
シャルドネ

【493393】

フランス/ボルドー

●色・容量/白 750㎖　●ALC/12.5%
●ブドウ品種/シャルドネ

♦日本で飲もう最高のワイン2018 
　ゴールド（2016VIN） 
柑橘系の香りとフローラルな香りが口
の中でバランスよく広がります。焼き魚
や、サラダと相性がよいワインです。

1,166円（税込）
vintage year 2016

アサヒビール株式会社

フレシネ アイス・キュベ 
エスペシアル

【489973】

スペイン/カタルーニャ

●色・容量/白 750㎖　●ALC/11.5%
●ブドウ品種/マカベオ、チャレロ、
パレリャーダ、シャルドネ

細やかに立ち上る泡と共に、桃や洋ナシ
のような果物の香り、トロピカルフルー
ツのような味わいが感じられます。ロッ
クも良く合います。　

2,516円（税込）
サントリー酒類株式会社

トスティ 
アスティ・セッコ

【421137】

イタリア/ピエモンテ

●色・容量/白 750㎖　●ALC/11.0%
●ブドウ品種/モスカート

酸度の高く芳香性のあるブドウのみを
選別して造られ、花やフルーツの11種
類以上の素晴らしいブーケを楽しめる
アスティスプマンテ初の辛口です。

2,484円（税込）
日欧商事株式会社

ヘンケル・トロッケン 
カーディナル

【421754】

ドイツ/ヘッセン

●色・容量/赤 750㎖　●ALC/13.0%
●ブドウ品種/ブラウフレンキッシュ、
ブラウアー・ツヴァイゲルト

カーマインと評される洋紅色をしたベ
リー系果実の芳醇な香りを持ちフルボ
ディかつフレッシュな味わい、なめらかな
泡立ちが長く続きます。

2,052円（税込）
日本リカー株式会社

ベソ・オーガニック 
ブリュット

【493295】

スペイン/バレンシア

●色・容量/白 750㎖　●ALC/11.5%
●ブドウ品種/マカベオ、シャルドネ

爽やかな酸味とマンゴーやパイナップ
ルのような南国の味わいのバランスが
よいワインです。ラベルのてんとう虫が
愛らしい一品です。

1,836円（税込）
アサヒビール株式会社

【463586】

チリ/サウス・ヴァレー

●色・容量/白 750㎖　●ALC/12.0%
●ブドウ品種/シャルドネ60%、
ピノ・ノワール40%

バルディ・ビエソ 
エクストラ・ブリュット
♦チャイナ ワイン&スピリッツ・アワード
　2013 金賞 
チリ屈指の名門の本格派瓶内二次醗
酵スパークリングワインです。ライムや
青リンゴのアロマとほんのりとしたトー
スト香が心地良い上質の味わいです。

1,728円（税込）
株式会社モトックス

レオパーズ・リープ 
キュヴェ・ブリュット

【421755】

南アフリカ/ウエスタン・ケープ

●色・容量/白 750㎖　●ALC/12.5%
●ブドウ品種/シャルドネ90%、
シュナン・ブラン10%

　SAKURAアワード2018 シルバー
南アフリカ屈指のワイナリーがエノテ
カと試行錯誤して創りあげました、香り
豊かで爽やかなスパークリングワイン
です。

1,620円（税込）
エノテカ株式会社

ベソ・レセルヴァ 
セミ・セック

【472294】

スペイン/バレンシア

●色・容量/白 750㎖　●ALC/11.5%
●ブドウ品種/マカベオ、シャルドネ

白い花やモカ、タルトの香りが印象的。
ほのかな甘みと酸味が調和した、クリー
ミーで広がりのある余韻が特徴です。

1,566円（税込）
アサヒビール株式会社

バロン・ド・ブルバン 
ブラン・ド・ブラン 
オーガニック

【421756】

フランス

●色・容量/白 750㎖　●ALC/11.5%
●ブドウ品種/アイレン100%

アグリキュルチュール・ビオロジック認定
の有機栽培葡萄を使用。熟した果実の
甘やかな香りと、フルーティで飲みやす
い味わいです。

1,566円（税込）
株式会社スマイル

ハーディーズ 
スタンプ

【452813】

オーストラリア/南東部

●色・容量/白 750㎖　●ALC/12.0%
●ブドウ品種/ピノ・ノワール、シャルドネ

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。

1,099円（税込）
アコレード・ワインズ・ジャパン株式会社
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※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２０１8年9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。

（Han）’sCollection販

【451046】

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 2015

MHDモエヘネシーディアジオ株式会社 【421757】

アメリカ/カリフォルニア

●色・容量/赤 750㎖　●ALC/13.7%
●ブドウ品種/ピノ・ノワール

ベンチ ピノ・ノワール 
ソノマ・コースト
ブラックチェリーやプラムのような果実
味とアロマティックで複雑な風味を感
じ、しなやかでこなれたタンニンとのバ
ランスも素晴らしいです。

3,780円（税込）
vintage year 2016

布袋ワインズ株式会社 【493702】

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、
カベルネ・ソーヴィニヨン

ペンフォールズ ビン８ 
シラーズ・カベルネ
　SAKURAアワード2018 
　ダイヤモンド・トロフィー（2016VIN）
熟してバランスの良い果実のフレーバ
ーが、柔らかに溶け込んだオークの要
素に支えられてシルキーでスムーズな
赤ワインとなっています。

3,672円（税込）
vintage year 2016

サッポロビール株式会社 【479796】

フランス/コート・デュ・ローヌ

●色・容量/赤 750㎖　●ALC/13.0%
●ブドウ品種/シラー

ニコラ・ペラン 
クローズ・エルミタージュ 
メゾン・レ・アレキサンドラン
豊かな赤い果実の香りと、バランスの取
れた凝縮感のある味わいが特長のワイ
ンです。

3,661円（税込）
vintage year 2014

アサヒビール株式会社

【493093】

スペイン/カタルーニャ

●色・容量/赤 750㎖　●ALC/15.0%
●ブドウ品種/ガルナッチャ40%、
カリニャン40%、
カベルネ・ソーヴィニヨン20%

クネ エル・カミーノ 
プリオラート
深いコクがありながら、繊細でエレガン
トな味わい。この凝縮感とタンニンのバ
ランスがスペイントップの格付けである
プリオラートの逸品です。

3,240円（税込）
vintage year 2011

三国ワイン株式会社【492742】

イタリア/プーリア

●色・容量/赤 750㎖　●ALC/14.5%
●ブドウ品種/プリミティーヴォ50%、
ネグロアマーロ50%

サン・マルツァーノ 
コレッツィオーネ チンクアンタ＋2
♦コンクール・モンディアル・ド・ブリュッセル2018 金賞
♦SAKURAアワード2018 ゴールド
♦モンド・セレクション2018 金賞
ワイナリー50周年を記念したワイン。濃
い赤紫色、ブラックベリーやプルーンの
果実味、スパイスのアクセント。滑らかで
長い余韻があります。

3,240円（税込）
株式会社モトックス 【475112】

イタリア/トスカーナ

●色・容量/赤 750㎖　●ALC/13.0%
●ブドウ品種/サンジョヴェーゼ

アンティノリ 
サンタ・クリスティーナ 
キャンティ・スーペリオーレ
名門アンティノリが造るキャンティ。ビロ
ードのような滑らかな舌触りとタンニン
があり、上品かつチャーミングな味わい
です。

2,484円（税込）
vintage year 2015

エノテカ株式会社 【480990】

チリ/マイポ・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

ヴィニャ・タラパカ グラン・レゼルバ 
カベルネ・ソーヴィニヨン
♦コンクールモンディアル2016 金賞
♦アニュアルワインズ・オブ・チリ・アワード
　2012、2013 金賞
♦デキャンター2016 金賞
凝縮した果実味と香りが溢れるタラパカ
を代表するワイン。余韻は長くボリューム
感のあるしっかりとしたボディが特徴です。

2,160円（税込）
vintage year 2016

リードオフジャパン株式会社 【491808】

アメリカ/カルフォルニア

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

スリー・シーヴズ 
カベルネ・ソーヴィニヨン
フレッシュな黒ベリーとコショウを思わ
せるスパイス感があり、程よいタンニン
が調和しています。

2,052円（税込）
vintage year 2016

布袋ワインズ株式会社

【485494】

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/カベルネ・ソーヴィニヨン、
シラーズ、メルロー

ピーター・レーマン バロッサ 
クランシーズ レッド
　SAKURAアワード2018 
　ゴールド（2013VIN）
“バンジョー・パターソン”の詩にちなみ名
付いたワイン。非常に飲みやすく、香り
も芳醇で、活力あふれる味わいに仕上
がっています。

1,944円（税込）
vintage year 2013

サッポロビール株式会社【421758】

イタリア/プーリア

●色・容量/赤 750㎖　●ALC/12.5%
●ブドウ品種/ネグロアマーロ100%

ドーディチ・エ・メッツォ 
ネグロアマーロ
バニラを感じさせる甘い香りと、少し甘
めな口当たり。そして滑らかでまろやか
なタンニンを余韻でお愉しみ頂けます。

1,944円（税込）
vintage year 2016

株式会社メモス 【436746】

チリ/コルチャグア・ヴァレー

●色・容量/赤 750㎖　●ALC/14.0%
●ブドウ品種/カベルネ・ソーヴィニヨン

ロス ヴァスコス 
カベルネ・ソーヴィニヨン
少し明るいガーネット色でブルーベリー
やスミレのような心地よい香り。スパイ
シーさと涼やかな酸があり、シルキーな
タンニンのワインです。

1,782円（税込）
vintage year 2016

サントリー酒類株式会社 【421759】

オーストラリア/ニュー・サウス・ウェールズ

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

ロバート・オートリー 
ポケットウォッチ 
カベルネ・ソーヴィニヨン
熟したチェリー、黒スグリの味わいに木
の葉のような香りが感じられます。ソフト
なタンニンにスムーズな後味です。

1,706円（税込）
vintage year 2013

株式会社ワインツリー 【421760】

オーストラリア/ニュー・サウス・ウェールズ

●色・容量/赤 750㎖　●ALC/14.0%
●ブドウ品種/ピノ・ノワール

ロバート・オートリー 
ポケットウォッチ 
ピノ・ノワール
スパイシーな樽香、熟したベリー系の果
物とチェリーを思わせる香り。バランス
のとれたタンニンを持つ長く柔らかい
後味の赤ワインです。

1,706円（税込）
vintage year 2017

株式会社ワインツリー

【484068】

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85%、
シラー5%、ムールヴェードル5%、
サンソー5%

レオン・パルティガル 
ルージュ
　SAKURAアワード2018 
　シルバー（2016VIN）
胡椒を思わせるスパイシーさと、しっか
りとした骨格をもつバランスのとれた果
実味が魅力です。

1,620円（税込）
vintage year 2016

重松貿易株式会社【489018】

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

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 【489699】

スペイン/カスティーリャ・イ・レオン

●色・容量/赤 750㎖　●ALC/14.5%
●ブドウ品種/ティンタ・デ・トロ

マルケス・デ・ラ・ヴィジャ 
ロブレ
深いチェリーがかった赤色。樽熟由来の
香ばしさと若いフルーツの香り。果実味
があり、軽快で親しみやすい味わいです。

1,512円（税込）
vintage year 2014

ユニオンリカーズ株式会社 【469599】

イタリア/モリーゼ

●色・容量/赤 750㎖　●ALC/13.0%
●ブドウ品種/モンテプルチアーノ

ボッテール リオーネ・デイ・ドージ 
ロッソ・モリーゼ・リゼルヴァ
♦ベルリンワイントロフィー2015 ゴールドメダル（2011VIN）
♦ヴィナリス・フランス2014 ゴールドメダル（2010VIN）
♦ベルリンワイントロフィー2013 ゴールドメダル（2009VIN）
品種特有のぶどう果実の香りとしっかり
としたボディのあるワイン。ボリュームの
ある味わいで、ほのかにタンニンも感じ
られます。

1,404円（税込）
vintage year 2012

日欧商事株式会社 【493260】

フランス/ラングドック＆ルーション

●色・容量/赤 750㎖　●ALC/13.5%
●ブドウ品種/グルナッシュ、シラー

ミッシェル・シャプティエ 
マリウス ルージュ
♦日本で飲もう最高のワイン2018 
　ゴールド（2016VIN）
力強く、凝縮した果実の香り。ピュアなシ
ラーのしっかりした味わいとエレガント
な口当たりで長い余韻が楽しめます。最
強のデイリーワインです。

1,350円（税込）
vintage year 2016

日本酒類販売株式会社

【489551】

スペイン/リオハ・アルタ

●色・容量/赤 750㎖　●ALC/13.5%
●ブドウ品種/テンプラニーリョ 100%

クネ アラーノ 
テンプラニーリョ
　SAKURAアワード2018 
　ダブルゴールド（2015VIN）
♦ムンディアル デ テンプラニーリョ 金賞
赤と黒の果実、リコリスも感じられテン
プラニーリョのお手本的アロマです。ソ
フトさと若 し々さもあり、豊かでフレッシ
ュな酸が広がります。

1,296円（税込）
vintage year 2015

三国ワイン株式会社 【493864】

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
　SAKURAアワード2018 シルバー（2016VIN）
　SAKURAアワード2017 ゴールド（2014VIN）
♦Concours Mondial du Bruxelles 金賞
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。

1,280円（税込）
vintage year 2016

VCT JAPAN株式会社 【423834】

フランス/ラングドック＆ルーション

●色・容量/赤 750㎖　●ALC/13.0%
●ブドウ品種/メルロー

モメサン 
メルロー
一世紀を超える歴史を持つモメサンが
造る伝統の味わい。味わいはなめらか
で上品。ジャムを思わせる柔らかな甘み
が感じられます。

1,242円（税込）
vintage year 2016

合同酒精株式会社 【457258】

スペイン/ラ・マンチャ

●色・容量/赤 750㎖　●ALC/12.5%
●ブドウ品種/テンプラニーリョ、
メルロー、シラー

ボデガス・クリスベ 
ユゴ ティント
ブラックベリーやカシスのジューシーな
ベリー系の香り、程よいタンニンと果実
味のバランスは、飽きの来ないデイリー
ワインです。

1,080円（税込）
vintage year 2017

ユニオンリカーズ株式会社

【423324】

日本/北海道

●色・容量/赤 720㎖　●ALC/11.5%
●ブドウ品種/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 2013

北海道池田町 十勝ワイン

【421761】

フランス/ラングドック＆ルーション

●色・容量/赤 750㎖　●ALC/13.0%
●ブドウ品種/ピノ・ノワール

エリティエール・パゴラ 
ピノ・ノワール
美しいガーネットの色合いと、しなやか
で調和のとれたタンニンが心地よく、果
実味豊かな味わいです。

1,350円（税込）
vintage year 2016

株式会社明治屋

【478394】

日本/北海道

●色・容量/赤 720㎖　●ALC/12.0%
●ブドウ品種/ピノ・ノワール100%

はこだてわいん 
北海道100 ピノ・ノワール
北海道産ピノ・ノワールを使用。優雅で
気品溢れる果実味と優しい酸味、滑らか
な余韻のある赤ワインです。

3,024円（税込）
vintage year 2016

株式会社はこだてわいん 【472330】

日本/北海道

●色・容量/赤 720㎖　●ALC/13.0%
●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 2014

日本清酒株式会社 【472332】

日本/北海道

●色・容量/白 720㎖　●ALC/13.0%
●ブドウ品種/ケルナー100%

余市ワイン 
ケルナー シュール・リー
シュール・リー製法で造られたワインで
す。深みや幅のある、きりっと引き締まっ
た味わいをお愉しみいただけます。

2,972円（税込）
vintage year 2016

日本清酒株式会社

29 30 31 32

33 34 35 36 37

4038 41 42

43 44 45 46 47

【465658】

59 日本/北海道

●色・容量/赤 720㎖　●ALC/8.0%
●ブドウ品種/キャンベルアーリ

おたる 
特撰キャンベルアーリ赤
　SAKURAアワード2018 
　ゴールド（2016ＶＩＮ）
北海道産葡萄100%を原料に醸造。氷
結製法を用いることにより、通常のワイ
ンよりもコクと深みを増し、凝縮した味
わいに仕上げています。

2,376円（税込）
vintage year 2016

北海道ワイン株式会社 【462580】

60 日本/北海道

●色・容量/白 720㎖　●ALC/11.0%
●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
　SAKURAアワード2018 ゴールド
　SAKURAアワード2017 ダブルゴールド
♦日本ワインコンクール2017銀賞
北海道産ケルナー種を使用。フレッシュ
な香りと甘さ、優しくすっきりとした酸味
が特徴の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 【491553】

61 日本/北海道

●色・容量/白 720㎖　●ALC/12.0%
●ブドウ品種/ミュスカ

鶴沼 
ミュスカ
♦香港国際ワインコンクール2017 
　銀賞（2015ＶＩＮ）
オレンジやバラの花のニュアンスがあ
ふれる華やかなアロマが特徴的で、ほど
よい口あたりに仕上がりました。

2,160円（税込）
vintage year 2015

北海道ワイン株式会社

【473910】

62 日本/山梨県

●色・容量/赤 720㎖　●ALC/12.0%
●ブドウ品種/ブラック・クイーン

シャトー勝沼 
菱山ブラック・クイーン
♦国産ワインコンクール2010・2013銅賞
勝沼町産の契約農家栽培のブラック・ク
イーンが主体。色合いは落ち着いたガ
ーネット、まろやかな酸味と豊富な喉越
感が特徴です。

2,160円（税込）
vintage year 2015

株式会社シャトー勝沼 【458344】

63 日本/山梨県

●色・容量/白 720㎖　●ALC/11.0%
●ブドウ品種/甲州100%

マンズ 甲州 
酵母の泡
　SAKURAアワード2018 ゴールド
炭酸ガス注入ではなく、タンク内二次発
酵による自然で繊細な泡が心地よい、
甲州種の上品さが引き立つスパークリ
ングワインです。

1,836円（税込）
キッコーマン食品株式会社

【380690】

58 日本/北海道

●色・容量/赤 720㎖　●ALC/12.0%
●ブドウ品種/ふらの2号、
　ツバイゲルトレーベ、
　カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー

シャトーふらの 
赤
各ぶどうの特徴を生かした複雑味があ
る余韻の長いワインです。熟成すること
で、よりふくよかな風味を楽しむことが
できます。

2,643円（税込）
富良野市ぶどう果樹研究所

【420064】

64 日本/山梨県

●色・容量/白 720㎖　●ALC/8.0%
●青森県産りんご100%

マンズ 酵母の泡 
青森りんご
炭酸ガス注入ではなく、タンク内二次発
酵による自然で繊細な泡が心地よい本
格国産シードルです。

1,836円（税込）
キッコーマン食品株式会社 【421685】

65 日本/北海道

●色・容量/赤 720㎖　●ALC/13.0%
●ブドウ品種/キャンベル

自由の丘ワイン 
帚木（ははきぎ）
ほのかにハッカやシトラスの香り、爽や
かな酸味とやさしいラズベリーの果実
味。北海道余市町産のキャンベルを
100%使用してます。

1,690円（税込）
vintage year 2017

北海道自由ワイン株式会社 【479231】

66 日本/山梨県

●色・容量/白 750㎖　●ALC/9.0%
●ブドウ品種/デラウェア

フジッコワイナリー 
マディ デラウェア
♦ジャパンワインチャレンジ2017 銅賞
シャンパン方式で仕上げたにごり発泡
ワイン。淡いシャンパンゴールドで、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。

1,620円（税込）
株式会社アデカ
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甘　口ミディアム
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やや辛口

やや甘口

【421598】

57 日本/北海道

●色・容量/ロゼ 750㎖　●ALC/12.0%
●ブドウ品種/清見

十勝ワイン 
ブルーム・ロゼ
瓶内二次発酵によって清見からつくら
れた辛口タイプで、熟成によるブーケと
酵母由来の旨味に特徴のあるエレガン
トな発泡性ワインです。

2,938円（税込）
北海道池田町 十勝ワイン
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