シャンパン

ワインの起源は数千年前。
パリ

赤ワインだけでなく白ワインにも動脈硬化に効果があり、

スパ
ー
シャンパーニュ
〜 クリングワインの王者

 
 〜

適量のワインでいつまでも若々しく健康に！

￥3,800（税込￥4,180）

19 トゥエルセボタス オーガニック
Tuercebotas Organic White Wine /
D.O.Ca. Rioja

白桃やりんご、柑橘類、華やかなフローラ
ルなアロマ。果実の甘味を感じられる、
フ
レッシュでまろやかな味わいのオーガニッ
ク辛口白。生産国：スペイン

きめ 細 か い 泡 立ち が 心 地 良く、フル ー
ティーな味わい。
食前酒として、
和食のお供
としても楽しめます。生産国：フランス

X-2 ￥8,950（税込￥9,845）
のどごし爽やか

ヘルシーで優しい味わいの赤

F-1

￥6,800（税込￥7,480）

17 シャトー・カズボンヌ

Ch. Cazebonne / Cabernet Sauvignon,
Cabernet Franc, Merlot /
A.O.C. Graves

ベリー系果実やカシス、リコリスなどのアロ
マ。ほんのりスパイシーさも感じられます。
タンニン柔らかで優しい味わいの辛口。
生産国：フランス

X-3

￥7,600（税込￥8,360）

17 ブラン・ドゥ・ブラン クレマン

Blanc de Blancs Cremant /
Brut Nature

繊細な果実味と酵母由来の柔らかな香り
を感じさせます。
きめ細かく優しい泡を優
雅に感じる辛口スパークリング白。
生産国：ドイツ

エレガントな味わい

S-1

待望のクレマン

Champagne Veuve Elisabeth Brut

ワインは免疫力を高め、
活性酸素を除いてくれます。

新着

シャンパーニュ・ヴーヴ・
エリザベート・ブリュット

（フライブルク大学研究所とドイツの医学界の権威コイル博士の研究結果）

暑い日はナチュラルに心地良く楽しみたい

どん な時にも

幸せな気分にさせてくれるのは

シャンパン！

X-1 ￥10,750（税込￥11,825）

心筋梗塞を予防することが立証されています。

ディ・シピオ・ブリュット・ロゼ
Di Sipio Brut Rose / Metodo Classico

芳醇さとスパイシーさが程よく調和したロゼ
のスパークリングワイン。
生産国：イタリア

X- 4 ￥5,250（税込￥5,775）
ディアファン・グラン・キュヴェ
Diaphane / Grande Cuvee / Brut /
A.O.C. Blanquette de Limoux

リンゴや梨、
柑橘系果物を思わせるアロマ。
繊細な泡が心地良く、
まろやかな味わいの
スパークリングワイン。
生産国：フランス

女 性 を魅 了す る

ドイツ

金箔入り

オーストリア

バラ色のゼクト

ルスト

ドイツでは
スパークリングワインを
ゼクトと言いま す

どんな食事にも合います

ピッコロサイズ（200ml）の贅沢に
一人で酔うのも素敵です

ウィーン

X-5 ￥6,600（税込￥7,260） X-6 ￥23,200（税込￥25,520） X-7 ￥14,800（税込￥16,280） X-8 ￥4,600（税込￥5,060） X-9 ￥4,800（税込￥5,280）
エルフェンホーフ・ゴールド・トロッケン

グリューン・ゴールド・ゼクト
（白）

Gruen Gold Sekt / Trocken
さわやかでフルーティー、
ドイツのゼ
クトはどんなお料理にも合います。
辛口。生産国：ドイツ

X-10 ￥4,550（税込￥5,005） X-11 ￥5,750（税込￥6,325） X-12 ￥5,600（税込￥6,160）
プロセッコ
Prosecco Spumante D.O.C.

ヴーヴレー・エクセランス・ブリュット

イタリアの弱発泡ワイン。
リンゴ、レモン、グ
レープフルーツなどの果物、藤やアカシア
の花のアロマ。牡蠣や生の魚介類などによ
く合います。生産国：イタリア

Vouvray Excellence Brut / A.O.C. Vouvray
輝く麦わら色と繊細な泡立ち。
アカシアや
白バラ、
ブリオッシュのような香り。
柑橘系の
果実味。
クリアな味わいは和食にもよく合い
ます。生産国：フランス

ピニョレット

Pignoletto Brut / Pignoletto D.O.C.

リンゴや梨、
軽くフローラルなアロマ。
フレッ
シュな味わいの発泡辛口白。食前酒として
も、
アンティパスト、
豚肉、
魚介類に良く合い
ます。
生産国：イタリア

Sekt Rose HalbTrocken
爽やかなピンク色の輝き。
口当りのよ
い中辛口のスパークリングワイン。
生産国：ドイツ

X-13 ￥4,950（税込￥5,445）
プロセッコ・アモーレ

Prosecco Amore / Prosecco Spumante
D.O.C.

リンゴや柑橘系果物、
アカシアの花を思わ
せるアロマ。
心地よい酸味がフレッシュ感を
引き立てるスパークリング辛口。
生産国：イタリア

貴腐ワイン

女性の心を虜にする

木箱入 り

木箱入 り

木箱入 り

貴腐ブドウ

キラキラ輝くボトル

伝統の甘口ワイン

濃厚で高貴な味わい

木箱入 り

最高級ランクの肩書付ワイン

最高品質アイスワイン

美しいロングボトル入り

氷結したブドウ

ゼクト・ロゼ・ハルプトロッケン

溌溂と楽しむピニョレット

食前食後もフランスの

辛口スパークリングワイン

Gruen Gold Sekt / Trocken 200ml×12本
さわやかでフルーティー、
ドイツのゼ
クトはどんなお料理にも合います。
辛口。生産国：ドイツ

軽やかに味わ う

グリューン・ゴールド・ゼクト
（白）

Elfenhof Gold Trocken 200ml×12本
お祝い事にふさわしいゴールドの煌め
き。
ノイジードル湖近くのルストは16
世紀から良質なワインの生産地として
有名。
辛口。生産国：オーストリア

イタリアの人気モノ

エルフェンホーフ・ゴールド・トロッケン

とびき り大人な 味わい

Elfenhof Gold Trocken
オーストリアの優良醸造所、エルフェ
ンホーフの金箔入り辛口スパークリ
ングワイン。生産国：オーストリア

P-1 ￥15,900（税込￥17,490） P-2 ￥9,900（税込￥10,890） P-3 ￥6,900（税込￥7,590） P-4 ￥11,900（税込￥13,090）
12 マインツァー・ドームヘル 375ml
Mainzer Domherr / Eiswein /
Rheinhessen

アプリコットやパッションフルーツなどの甘
いアロマ。
濃厚で豊かな果実の味わいが楽
しめるアイスワイン。生産国：ドイツ

15 ヴェルトアックス・トロッケン
ベーレンアウスレーゼ 375ml
Weltachs Trockenbeerenauslese / Pfalz

熟れたメロンやライチ、
マンゴーなどの甘
いアロマ。
優美な味わいの貴腐ワイン。
生産国：ドイツ

アイスワインは厳冬期に樹氷で氷結した糖度の高いブドウをすみやかに収穫し、溶けない
うちに搾汁した高濃度のエキスだけで造った、
しなやかでコクのある極上ワインです。

10 ルスター・ベーレンアウスレーゼ
375ml
Ruster BA / Cuvee Edel Suess / Rust

杏子や桃、オレンジを基調としたフルーツ
の香り。
コクのある中にもフレッシュさが感
じられる遅摘み粒選りワイン。
生産国：オーストリア

17 ルスター・アウスブルッフ・
クリスタル 375ml
Ruster Ausbruch Kristall / Elfenhof

美しいボトルと遅摘み房選りの高貴な味わ
い。
オーストリアの優良醸造所、エルフェン
ホーフの甘口白。生産国：オーストリア

手を掛け大切に育まれたブドウから生まれる貴重品。
よく冷やしてお召し上がり下さい。
●ご注文されたワインについては、
ラベル・ボトルの形状が写真と異なる場合がございます。
予めご了承下さい。

新着

このカタログの掲載ギフトにつきましては、送料・箱代を含めた料金となっています。

W-2 ￥24,900（税込￥27,390）

W-3 ￥24,300（税込￥26,730）

18 レブツノ
（3本）
Rebuzno / Maturana Tinta /
D.O.Ca. Rioja

15 シャトー・デュ・ソイユ（3本）
Château du Seuil / A.O.C. Graves

18 レ・サンス リースリング
（3本）
Les Sens / Riesling / A.O.P. Alsace

柑橘系の果物やトロピカル・フルーツの
アロマ。
バランスよく、
フレッシュな味わい。
ボルドーの希少な白。生産国：フランス

しっかりとした酸味と程よいタンニン、余韻
を楽しめる辛口赤。
生産国：スペイン

19 フロール・デル・カルチェ
（3本）
Flor del Carche / Monastrell /
D.O. Jumilla

18 ファーファッラ
（3本）
Farfalla / Garnagega, Chardonnay,
Vionier / I.G.T.

濃いチェリー色。成熟した果実の香り。甘さ
とフルーティーさがあり、
タンニンとのバラン
スで上品な口当たり。生産国：スペイン

Le Geai Bleu / Sauvignon Blanc, Sauvignon
Gris, Semillon, Muscadelle /
A.O.P. Entre-Deux-Mers
豊かなアロマとミネラル感があり、
まろやか
でさわやかな辛口白。生産国：フランス

果実味豊かで個性を感じさせる辛口白。
生産国：イタリア

00 シャトー・ベレール・
マルキ・ダリーグル
Château Bel Air-Marquis d’Aligre /
A.O.C. Margaux
Grand Cru Exceptionnel

濃いルビー色。
ブラックベリー、
さくらんぼ、プ
ラムなどの果実の綺麗な香り。
しっかりした
ボディにも、繊細さと複雑さが絶妙に感じら
れます。
優れたヴィンテージしか世に出され
ない、
希少なワインです。生産国：フランス

10

ソウビ・エックス・オー／
バ・アルマニャック 500ml
Sauvis / Bas-Armagnac / XO /Alc.48.0%

有機農法専門のドメーヌによる少量生産の
ブランデー。繊細なアロマ、
とろけるような
果実の風味が見事。樽での熟成７年以上
がＸＯの基準 ですが、
このドメーヌは10年
以上樽での仕込みを行いました。
生産国：フランス

風味を楽しみたい方に人気

F-7 ￥10,800（税込￥11,880）

ワインを飲めなくても

ロミオとジュリエットの舞台、
ヴェローナ産
の有機農法ワイン。柔らかな口当たりとフ
レッシュな果実味、
ナチュラルさを感じるロ
ゼです。生産国：イタリア

18 ガディ
（白）
Gadi / Catarratto / Sicilia D.O.C.

F-5 ￥21,600（税込￥23,760）

ワインと同じブドウ品種

16 アモーレ・イン・ローザ
Amore in Rosa / Antiche Terre

果実味豊かで程良い酸味、
タンニンもマイ
ルドな辛口赤。生産国：スペイン

年以上樽で熟成

ラズベリーやカシス、
スミレなどの華やかな
アロマに香ばしいブーケ、
しっかりとしたボ
ディ。生産国：フランス

￥4,750（税込￥5,225）

18 コスタラルボル
（赤）
Costalarbol / Graciano, Garnacha,
Tempranillo / D.O.Ca. Rioja

アルマニャック

12 シャトー・デュ・ソイユ
Château du Seuil / A.O.C. Graves

I-1

ハートも踊る贈り物

￥7,000（税込￥7,700）

心をこめて

エレガンスを感じる

グラーヴの赤

F-6

ローマ法王の領地で造られた
「法王のワイ
ン」
、
シャトーヌフ・デュ・パプは伝統的醸
造法で造られた上質なワイン。
エレガントで
リッチな味わいの紅白。生産国：フランス

フルーティーで上品。高級感溢れる遅摘み
の甘口。生産国：オーストリア

大胆さと繊細さを

19 ル・ジェ・ブル（白）

18 シャルドネ・シュぺートレーゼ
（3本）
Chardonnay / Spaetlese / Suess

兼ね備えた逸品

Le Geai 5 Grapes / A.O.P. Cotes du Marmandais
5種類のブドウのブレンドから造られた香り
豊かな有機農法の赤ワイン。
生産国：フランス

F-3 ￥12,500（税込￥13,750） F-4 ￥8,800（税込￥9,680）
16 シャトーヌフ・デュ・パプ（赤）
Châteauneuf du Pape / Rouge /
A.O.C. Châteauneuf du Pape
17 シャトーヌフ・デュ・パプ（白）
Châteauneuf du Pape / Blanc /
A.O.C. Châteauneuf du Pape

澄んだイエロー。甘さの中にもしっかりとし
た酸味を感じる、
爽やかな味わい。
生産国：フランス

太陽の恵みを満喫する
イタリア産白

17 ル・ジェ
（赤）

力強いスペイン産赤

￥7,700（税込￥8,470）

柔らかな果実味と心地良いミネラル感が
あり、
溌剌としながらも優しい味わいの辛口
白。生産国：イタリア

食 事にも 合 わせ やすい
シャトーヌフ・デュ・パプ 紅白

豊かな安らぎの時間を
フランス南西地方の紅白で

F-2

甘口白セット

辛口白セット

辛口フルボディ赤セット

W-1 ￥27,300（税込￥30,030）

ジュース本体のみ
消費税 8%

G -1 ￥3,200（税込￥3,488）
赤ブドウジュース
Roter Traubensaft / Weisser Traubensaft

ノンアルコールワインとして召し上がる方
が多い人気の赤葡萄果汁100%。
ドイツで
有名ないたずらマックスとモーリッツのラ
ベル。生産国：ドイツ

●ご注文されたワインについては、
ラベル・ボトルの形状が写真と異なる場合がございます。
予めご了承下さい。

厳しい基準をクリアした上質なドイツワイン

Schloss Kronberg

シュペートレーゼ

カ ビ ネット

ヘッセン家の末裔

ハインリッヒ・ドナトゥス殿下と妃殿下

G-2 ￥6,100（税込￥6,710） G-3 ￥9,100（税込￥10,010）
19 プリンツ・フォン・ヘッセン
Prinz von Hessen / Riesling / Kabinett /
Rheingau / Feinherb
白い花や柑橘類、
ピーチなどのブーケ。

19年9月、お城の晩餐に招かれました しっかりした中辛口。

遅摘みの気品あるコク、贅沢な逸品。

G-7 ￥5,100（税込￥5,610）

18 ニアシュタイナー・
ビルトシュトック

20 ディーンハイマー・
ファルケンベルク
Dienheimer Falkenberg / Riesling /
Spaetlese / Rheinhessen

Niersteiner Bildstock / Riesling /
Spaetlese / Rheinhessen

白桃や青リンゴなどのフルーツのアロマ。
フ
レッシュな酸味が感じられ、果実味豊かな
遅摘みの甘口白。魚料理やグリルなどと良
く合います。

白桃やリンゴ、
マンゴーなどのアロマ。
芳醇
な果実味と酸味がバランス良い、
遅摘みの
ブドウから造られた甘口白。

17 エクセレンス
（赤）

Excellence / Dornfelder / Qualitaetswein /
Rheinhessen
ヤコブ・ゲアハルト社の創業265周年を
記念して造られた特別ワイン・シリーズ。

19 エクセレンス
（ルター）
（白）

Excellence (Luther) / Malvasier /
Qualitaetswein / Rheinhessen
マルティン・ルターが好んだブドウ品種マル
ヴァジアから造られました。

バー デ ンの紅白 辛口セット

G- 6 ￥4,600（税込￥5,060）

G- 4 ￥11,100（税込￥12,210）

気品ある味わい 不動の人気

高貴な味わい
レアなベートーベンラベル

このワインが
羅針盤となりますように

17 ヘアゴッツ・トレプヒェン
（神様の滴）
（白）
Herrgotts-Troepfchen / Kerner /
Kabinett / Rheinhessen / Feinherb

﹁ いずこにても空が青いと知るためなら︑

滑らかで軽快、優しい酸味。
バランスの取
れた味わいの甘口赤。

世界を旅する必要はない︒﹂

18 ヘアゴッツ・トレプヒェン
（神様の滴）
（赤）
Herrgotts-Troepfchen /
Blauer Portugieser / Qualitaetswein /
Rheinhessen

出典 J・W・ゲーテ﹃ヴィルヘルム・マイスターの遍歴時代﹄

しずく

ラインヘッセン
人気の定 番 神 様の滴

紅白セット

G- 5 ￥6,950（税込￥7,645）

１8 プリンツ・フォン・ヘッセン
Prinz von Hessen / Riesling / Spaetlese /
Rheingau

マルティン・ルターも

Prinz von Hessen

好んだマルヴァジア

ラインガウはドイツで
最高評価を受けるワイン産地で、
プリンツ フォン ヘッセンは
800年の伝統を誇ります

歴史のワイン
ヘッセン王室醸造ワイン

歴史と伝統を誇る
エクセレンス

芳醇な甘口

気 品 漂う上質な贈り物

G- 8 ￥10,000（税込￥11,000）
16 シュロスグート・エブリンゲン エス （赤）

Schlossgut Ebringen “S”/
Spaetburgunder / Qualitaetswein / Baden
サクランボやカシス、
ハーブなどのアロマ。
繊細
でありながら複雑な味わいの辛口赤の逸品。

18 シュロスグート・エブリンゲン エス （白）

Schlossgut Ebringen “S” / Grauburgunder /
Qualitaetswein / Baden
豊かな果実味としっかりしたボディの白辛口。

フレッシュで豊かな果実のアロマ。飲みや
すく和食にも合う中辛口。

ドイツ ファルツ産
貴腐ワイン
木箱入 り

︵遅摘み房選り︶

レモンやリンゴ、マスカットなどのアロマ。
爽やかな辛口白。特に川魚を使った魚料
理や和食にも良く合います。

神様の滴 アウスレーゼ

19 シルバーナー・トロッケン
Silvaner / Qualitaetswein / Franken /
Trocken

ホリデーシーズンの
食卓を華やかに

通好みフランケン

G-9 ￥6,100（税込￥6,710）

P-5 ￥6,100（税込￥6,710） P-6 ￥5,600（税込￥6,160） P-7 ￥6,900（税込￥7,590）
18 ディーンハイマー・クロイツ
Dienheimer Kreuz / Silvaner / Auslese /
Alte Rebe / Rheinhessen

洋梨のコンポートを思わせる甘いアロマ。
濃
厚でコクがあり、
とろけるような甘味の白。
デ
ザートワインとしても楽しめます。

●ご注文されたワインについては、
ラベル・ボトルの形状が写真と異なる場合がございます。
予めご了承下さい。

18 ヘアゴッツ・トレプヒェン
（神様の滴）
Herrgotts-Troepfchen / Ortega /
Auslese / Rheinhessen

琥珀色の輝き。
芳醇な香りと甘み。
ワインだ
けでも、
デザートと一緒に楽しんでも素晴ら
しい。

12 ヴェルトアックス・
ベーレンアウスレーゼ 375ml
Weltachs / Ortega / Beerenauslese / Pfalz

ファルツは見渡す限りのブドウ畑。
フランス
国境に近く、
フランスのグルメ文化の影響
で美味しい料理とワインが有名。特別な時
間を楽しめる濃密な貴腐ワイン。

オーストリアワイン特集

フリツァンテ・キュヴェ・ルージュ
Frizzante Cuvee Rouge /
Blaufraenkisch

A-3 ￥8,000（税込￥8,800）

A-2 ￥4,950（税込￥5,445）

ノイジードル湖近くのルストは16世紀から
良質なワインの生産地として発展しました。
また、
ルストは
「赤ちゃんを運ぶコウノトリ」

野生のベリーを思わせるアロマ。軽快な味
わいの微発泡甘口赤。
様々なお食事に合わ
せやすいワインです。

オーストリアのルストに
あるエルフェンホーフ
のワイン・ショップ

が巣を作る豊かな自然環境の街としても

15 ブラウフレンキッシュリザーブ
（赤）
Blaufraenkisch Reserve /
Blaufraenkisch / Qualitaetswein / Trocken

18 ゲヴュルツトラミーナー

Gewuerztraminer / Gewuerztraminer /
Spaetlese / Lieblich

優雅な果実味にスパイシーさが加わった、
しっかりとした味わいの辛口。

フルーティーで豊醇な白。遅摘みの高級デ
ザートワイン。ルスト在住の女流アーティス
ト Catherine Sica が描いた「三位一体」の
特別ラベル。

有名です。

オーストリア

￥4,100（税込￥4,510）

辛口の紅白セット

デザートにおすすめ

ルスト

オーストリア

食前から味わいたい微発泡

A-1

ウィーン

このカタログの掲載ギフトにつきましては、送料・箱代を含めた料金となっています。

19 ヴェルシュリースリング
エクスクルーシブ トロッケン（白）

Welschriesling Exclusiv / Qualitaetswein / Trocken
輝く淡いイエロー。
青リンゴや柑橘類のアロ
マ。
豊富なミネラルとフレッシュな果実味。

スペインワイン特集

スペインに
生産者を訪ねて

ほのかな甘味と軽いスパイス感のある赤。

18 ピノ・ドンセル・ブランコ（白）
Pino Doncel Blanco / Sauvignon Blanc /
D.O. Jumilla

16 トゥエルセボタス・クリアンサ・
グラシアーノ
Tuercebotas Crianza / Graciano /
D.O.Ca. Rioja

19 オチャラン
Otxaran / D.O. Txakoli de Bizkaia

C-1 ￥5,850（税込￥6,435）

15

数あるチリワインから

北イタリアからチリに
移住したカサノヴァ家
が1898年 に創 立し
たワイナリー。苦労を
重ね有機農法で高品
質なワインを少数生
産。世 界 大 会 で 金 賞
多数受賞。

最高級品をお届けします

カサノヴァ家

ヶ月熟成

サクランボのムースやラズベリー、花を思
わせるアロマ。ふくよかな甘さを感じさせる
果実味、エレガントで滑らかな甘口赤。デ
ザートワインとしても楽しめます。

チリワイン特集

オーク樽

18 エル・ベソ

桃やアプリコット、柑橘系フルーツにハーブ
のアロマ。
しっかりとした酸味とコクがあり、
バランスの良い味わい。美食の地バスク地
方の全てのミシュラン星付きレストランでも
サーブされる秀逸な辛口白。

サクランボなどの果実、クローブなどのスパ
イシーなアロマ。濃厚でバランスの良い辛
口赤。

チリを味わう

S-6 ￥4,000（税込￥4,400）
El Beso / Monastrell / D.O.Valencia

ラ・マンチャのドン・キホーテ像の前で。

S -5 ￥8,500（税込￥9,350）

紅白レセルバセット

バレンシア産

果実味豊かな赤の甘口

フィゲロ社のオーナーと。

S-4 ￥5,600（税込￥6,16 0）

青リンゴや柑橘系果実の瑞々しいブーケ。
日
頃の食事にも重宝する白。

ブレダ社のオーナーと食卓を囲んで。

グルメの地

果実味豊かで酸味は強め、軽快な味わい
の辛口。

バスクの高級レストランで

19 ピノ・ドンセル・ブラック
（赤）
Pino Doncel Black / Monastrell, Syrah,
Petit Verdot / D.O. Jumilla

人気の辛口白

18 ベジョーリ
Bellori / D.O. Rueda

￥7,100（税込￥7,810）

食が進むスペインの赤

S-3

爽やかさを楽しむ

フレッシュな味わいの白

口当たり滑らかな赤

華やかな アロマの 白

S-2 ￥5,300（税込￥5,830）

17 タコーラ レセルバ
（赤）

C-2 ￥16,600（税込￥18,260）

18 タコーラ シャルドネ レセルバ
（白）

10 カサノヴァ・ドン・アルド
Casanova Don Aldo /
Founder’s Reserve / Maule Valley

Tacora / Cabernet Sauvignon, Carmenere /
Reserva / Cachapoal Valley
ブラックチェリーやラズベリーのアロマ。

Tacora / Chardonnay / Reserva / Casablanca Valley
熟した柑橘系果実のアロマにハチミツやク
リームの甘い香りがフワッと感じられます。

ブラックベリーや木の香り、
樽熟成のタンニ
ンがまろやかな味わい。
フルボディで優雅
な赤。

●ご注文されたワインについては、
ラベル・ボトルの形状が写真と異なる場合がございます。
予めご了承下さい。

イタリアワイン特集

奥深く︑コクのある白

I-9 ￥16,600（税込￥18,260）
14 バローロ
（ロッケ・デラヌンツィアータ）
Barolo D.O.C.G. Rocche dell'Annunziata /
Rocche Costamagna

プラムやスミレ、
ラズベリーなどのアロマ。
繊細なワインを生むことで良く知られるラ・
モッラのアヌンツィアータ地区の単一畑の
ブドウから造られた、卓越した味わいのバ
ローロ。国際的なワイン評論家達から高評
価を得ている辛口赤です。

ハートで伝える贈りもの

有機農法

ブドウ畑

野イチゴなど野生の果実を中心としたアロ
マ。力強い味わいです。国際的なワイン評
論家ジェームズ・サックリング氏からは94
点の高評価を受けています。

上等な赤ワインで上質な時を

有機農法

フルーティーな味わいを

堪能する白

イタリアに
生産者を訪ねて

14 ブルネッロ・ディ・
モンタルチーノ
Brunello di Montalcino D.O.C.G. /
Molino del Piano / Gamafood

バローロならではの

柑橘類やトロピカルフルーツを思わせる繊細
なアロマ。果実味豊かで個性を感じさせる
辛口白。

食事との相性も最高！

ブラックチェリーやプラムなどの果実のア
ロマ。程良い酸味があるフルボディ・タイ
プの辛口。

I- 8 ￥11,600（税込￥12,760）

堂々たる風格

18 ガディ

Gadi / Catarratto / Sicilia D.O.C. /
Cossentino

サクランボやブラックベリーなどの熟した果
物、
ハーブのアロマ。
しっかりとしたボディ、
程よい酸味に滑らかなタンニンが調和した
エレガントな辛口赤。

食の宝庫トスカーナ産

￥4,800（税込￥5,280）

贈答用としても人気の

17 ネーロ・ダヴォーラ
Nero D'avola / Sicilia D.O.C. /
Cossentino

I-7

15 キャンティ・リゼルヴァ
Chianti D.O.C.G. Riserva / Toscana /
Farnese

フローラル、新鮮なフルーツ、熟したピーチ
の芳香。
バランスの取れた滑らかな味わい
の白。

高級ワイン

￥4,900（税込￥5,390）

有機農法

有機農法

日本で初めて2002年に当社
が販売した人気のワインです。
アルカモは生産地の中でも特
に美しい場所で、
高いクオリティ
のワインが生産されています。

￥5,700（税込￥6,270） I- 5 ￥4,800（税込￥5,280）

20 モスカート・ダスティ
Moscato d’Asti D.O.C.G. / Piemonte /
Tre Secoli

太陽の恵みを満喫する白

風光明媚なアルカモ産の

味わい深い赤

イタリア シチリアから
コッセンティーノ社の有機農法ワイン

キャンティ・リゼルヴァ

繊細で芳醇な辛口の白。
デリケートであり
ながらしっかりしたボディ。

新着

￥5,600（税込￥6,160） I-4

16 ロエーロ・アルネイス
Roero Arneis Infinito D.O.C.G. /
Piemonte / Tre Secoli

典型的なピエモンテ州の高級赤ワイン。
ス
パイスやバニラ、チェリーなどの優雅な芳
香、
コクのある味わい。

食前酒からデザートまで

￥7,100（税込￥7,810） I-3

14 ニッツァ
Nizza D.O.C.G. / Piemonte /
Tre Secoli

I-6

エレガントな味わい

新着

ニッツァ は

最高品 質の特別 な ワイン

I- 2

ピエモンテ州

I-10 ￥4,600（税込￥5,060）

I-11 ￥10,200（税込￥11,220） I-12 ￥10,900（税込￥11,990）

18 グリッロ

15 モンテプルチャーノ・
ダブルッツォ
（赤）
Montepulciano d’Abruzzo D.O.P. /
Azienda Nicola di Sipio

Grillo / Sicilia D.O.C. / Cossentino

フルーティーでフレッシュな味わいの白。
魚や鶏肉を使った料理に良く合います。

ワインセラーに眠る樽

野イチゴやリコリスのアロマ。
しっかりとした
果実味、
上品でコクのある味わいの辛口。

16 コッリーネ・テアティーネ
（白）
Colline Teatine I.G.P. /
Azienda Nicola di Sipio

ランチタイム

試飲もたくさんしました

●ご注文されたワインについては、
ラベル・ボトルの形状が写真と異なる場合がございます。
予めご了承下さい。

黄桃などのフルーツ、ハーブ、花などのアロ
マ。
バランス良く、
コクのある辛口白。

16 アモーレ・アッソリュート
Amore Assoluto / Antiche Terre
19 アモーレ・オロ
Amore Oro / Antiche Terre
16 アモーレ・イン・ローザ
Amore in Rosa / Antiche Terre

ロミオとジュリエットの舞台、
ヴェローナ産
の有機農法ワイン。柔らかな口当たりとフ
レッシュな果実味、
ナチュラルさを感じるワ
インです。気軽に飲める赤白ロゼのセット
は、
幅広い場で活躍します。

フランスワイン特集

ブルゴーニュが誇る

プルミエ・クリュ

明るい輝きのあるルビー色。
奥深さを感じさ
せる味わいの辛口。

半世紀を超えた底力

F-9 ￥4,600（税込￥5,060）

F-10 ￥33,600（税込￥36,960）

F-11 ￥21,600（税込￥23,760）

18 ナチュレル

66 シャトー・ボーセジュール
Château Beausejour /
A.O.C. Puisseguin Saint-Emilion

15 シャサーニュ・モンラッシェ・
プルミエ・クリュ・ラ・マルトロワ

Natur’Aile / Grenache Noir, Carignan,
Syrah / A.O.P. Corbieres

Fut de Chene / Pinot Noir /
A.O.P. Alsace

1966年ヴィンテー ジ

マニアに嬉しい

14 フュ・デュ・シェヌ・
ピノノワール

ワイ ナ リ ーに生 息す る

トカゲのラベル

酸化防止剤無添加

アルザスの果実味豊かな赤

有機農法

F-8 ￥8,000（税込￥8,800）

このカタログの掲載ギフトにつきましては、送料・箱代を含めた料金となっています。

赤系果実のアロマに香辛料の香りが加わり
ます。
柔らかなタンニンの辛口赤。
肉料理に
良く合います。
ワイナリーに生息する絶滅
危惧種のトカゲのラベル。

Chassagne-Montrachet 1er Cru La Maltroie /
A.O.C. Chassagne-Montrachet 1er Cru

柑橘系果物やリンゴのアロマ、ミネラル感
があり、活き活きとした酸味。
バランス良く、
濃厚な味わいです。
シャサーニュ・モンラッ
シェのプルミエ・クリュを代表するクリマ
「ラ・マルトロワ」
の白。

美食の地のワイン

ラウンジバーでも大人気

蔵元の女流画家の美しいラベル

フランス・エリゼ宮殿にもデビュー

グラーヴの白

ローヌ渓谷の逸品紅白セット

F-12 ￥12,300（税込￥13,530）

ブラックベリーなどの果実のアロマ。
凝縮
された濃厚な味わい。
1947年から化学物質
を使用せずにブドウ栽培を行う土壌から生
まれた、
ナチュラルで深い味わいの赤です。

19 レ・パレ・ルージュ
（赤）
Les Palais Rouge /
A.O.C. Crozes Hermitage

F-13 ￥6,400（税込￥7,040） F-14 ￥4,300（税込￥4,730） F-15 ￥6,600（税込￥7,260）

19 レ・パレ・ブラン（白）
Les Palais Blanc /
A.O.C. Crozes Hermitage

熟した果実や花を思わせる優しいアロマ。
爽やかな味わいの白。

フレッシュで果実味豊か、滑らかな味わい
の辛口赤。

F-16 ￥4,600（税込￥5,060）
18 シャトー・サント・アントワン
Château Saint Antoine /
A.O.C. Bordeaux Superieur

ブルーベリーやサクランボなどの果実のア
ロマにユーカリやスモークの香り。
しっかり
としたストラクチャー、仄かな甘味を感じさ
せるスパイシーさも魅力。
蔵元はサンテミリ
オンの格付グランクリュ・クラッセ
「シャトー・
ラ・クースポード」も手がけています。
リヨン
国際コンクールで金賞受賞、ワイン専門誌
でも高得点獲得の辛口赤。

18 ピグマンタム・ジョルジュ・
ヴィグルー
（赤）
Pigmentum Georges Vigouroux /
Malbec / A.O.P. Cahors

カオールの赤ワインは、その色の濃さから
「黒
ワイン」とも呼ばれてきました。
カシスやベ
リーのアロマ。
タンニンがまろやかで、コクの
ある味わいです。
肉料理に特に合います。

18 ピグマンタム・ジョルジュ・
ヴィグル ー
（白）
Pigmentum Georges Vigouroux /
Ugni Blanc, Colombard / I.G.P. Cotes de Gascogne
クリアで淡いイエロー。南国のフルーツや
グレープフルーツなど、豊かなアロマが特
徴的です。

甘いフルーツの香り、
フレッシュで爽やか
な味わいの白。口当たりが良く、
デザートタ
イムにもお勧めです。過去にパリ農業コン
クールで金賞受賞歴有り。

ロー ヌ渓谷の赤ワインの定番

F-17 ￥6,500（税込￥7,150）

18 エリザベート
Elisabeth / Gros Manseng /
I.G.P. Cotes de Gascogne

金賞

存分に楽しみたいボルドー

新着

手軽に楽しむ紅 白セット

ミネラル感がありフレッシュ。
バランス良く、
長い余韻を味わえる辛口白。

16 シャトー・ペイラー・ブラン
Château Peyrat Blanc /
A.O.C. Graves Blanc

18 シャトー・ドゥ・オッセール
ルクター
Château de Haute Serre “Lucter” /
Malbec / A.O.C. Chaors

ベリー系果実や野に咲く花を思わせるアロ
マ。
フレッシュでバランスの取れた味わいの
辛口赤。

それぞれの香りにうっとり
有機農法リキュール3本セット

オレンジ

ローズ

レモン

F-18 ￥4,400（税込￥4,840） FL-1 ￥11,200（税込￥12,320）
16 コート・デュ・ローヌ
Côtes du Rhône / Les Colombes /
A.O.C. Côtes du Rhône

ベリー系のフルーティーなアロマ。
コクがあ
り、食事を一層引き立てる辛口赤。肉料理
に特に良く合います。一流レストランでも
サーブされている人気の定番。

ダム・ドゥース有機農法リキュール
200ml 3本セット
Dame Douce à l’orange / Alc.36.0%
Dame Douce à la rose / Alc.32.0%
Dame Douce au citron / Alc.36.0%

オレンジ、
ローズ、
レモンの凝縮された香り
が素晴らしい希少な3本セット。紅茶、
アイ
スクリーム、
フルーツやケーキにかければ
最高のデザートに。

●ご注文されたワインについては、
ラベル・ボトルの形状が写真と異なる場合がございます。
予めご了承下さい。

白6本セット
❶
Italy

赤6本セット

❷

❸

Spain

France

W-4

￥32,000

（税込￥35,200）

❶ 16 ロエーロ・アルネイス

Roero Arneis Infinito D.O.C.G. /
Piemonte / Tre Secoli
繊細で芳醇な辛口の白。

❶

❷

❸

France

Spain

Swiss

❷ 18 ベジョーリ

Austria

Germany

❻

❷ 17 マルトゥエ

ブラックベリーなどの黒系果実やハー
ブのアロマ。
余韻の長いフルボディ。
ス
ペイン最高峰の格付け
「パゴ」
。

ミネラル感が特徴的。
パワフルでしっ
かりとした味わいの辛口。
❹ 19 ゲルバー・ムスカテラー

❸ 15 プラ・ロッソ

❹
France

❺

❻

Italy

Italy

❺ 19 エクセレンス 500ml

Excellence / Solaris / Auslese /
Jakob Gerhardt
熟した果実、蜂蜜の優しく甘い香り。
完熟ブドウの高貴な味わいの甘口。

有機農法

新着

Mercurey / A.O.C. Mercurey /
Château de Santenay
柑橘系果物や白い花などのアロマ。
繊細で優雅な白。

Nizza D.O.C.G. / Piemonte
スパイスやバニラ、
チェリーなどの優
雅な芳香、
コクのある辛口。
❻ 11 マッダレーナ 500ml

Maddalena / Aleatico / I.G.T. Lazio
熟した果物やバラなどの香り。優美
な甘さと繊細な余韻の赤。

海賊船のよ うに逞しく

新しい世界に船出しよ う

苺やラズベリーなどのアロマ。
フルーティー
でフレッシュな味わいの赤。
生産国：スイス

Aloxe-Corton / A.O.C. Aloxe-Corton /
Les Brunettes et Planchots
エレガントでフルーティーな味わい、
ソフトでバランスの取れた辛口。

◀ネックにゲーテの文の
タグ付きです

G-10 ￥5,200（税込￥5,720）

H -1 ￥8,400（税込￥9,240） I-13 ￥5,100（税込￥5,610） I-14 ￥3,600（税込￥3,960）
15 プラ・ロッソ

❹ 14 アロース・コルトン

ヨーロッパで人 気の

チョコ風 味

スイスを贅沢に味わう

デザートタイムは

新着

スイスは知る人ぞ知る

高級ワインの生産地です

ティチーノ

サクランボで贅沢に

いつもとは違う気 分で選ぶワイン
チューリッヒ

Pra Rosso / Merlot / D.O.C.Ticino
苺やラズベリーなどのアロマ。
フルー
ティーでフレッシュな味わいの辛口。

❺ 14 ニッツァ

❻ 15 メルキュレー

Pra Rosso / Merlot / D.O.C.Ticino

Elisabeth Bon Vivant /
Merlot, Cabernet Sauvignon
滑らかなタンニン、
エレガントで心地
よい辛口赤。
Martue / D.O. Pago Campo de la Guardia

Gelber Muskateller /
Qualitaetswein / Elfenhof
エレガントを感じさせる辛口。

France

（税込￥43,120）

❶ 18 エリザベート・ボン・ヴィヴァン

果実味豊かで酸味は強め、
軽快な味
わいの辛口。

Pouilly-Fuisse Terroirs de Vergisson /
A.O.C. Pouilly Fuisse / Domaine Gilles Morat

❺

￥39,200

Bellori / D.O. Rueda / Tome Vinos Selection

❸ 16 プイィ・フュイッセ・テロワール・
ドゥ・ヴェルジッソン

❹

R-1

ヴィショーラ 500ml

アイラブユー

Visciola

（チョコレート風味ワインベース飲料）

サクランボをベースとした甘口ワインです。
熟したサクランボの甘く滑らかな味わいが
心地良く感じられます。
バニラアイスクリー
ムなどにかけても美味しく召し上がれます。
生産国：イタリア

I Love You / Aromatized Wine-Based
Beverage / Cantine Sgarzi Luigi

優しく甘いバニラの香りとカカオのほんのり
としたビターな味わいは、
まるで本物のチョ
コレート。生産国：イタリア

18 ニアーシュタイナー・
ローゼンベルク 500ml

Niersteiner Rosenberg / Alegrillo Negro /
Qualitaetswein / Rheinhessen

野イチゴやサクランボのアロマ。果実の甘
味がしっかりと感じられ、
フルーティーで軽
やかな味わいの赤。焼き菓子やチョコレー
トなどのデザートとも合います。
生産国：ドイツ

このカタログの掲載ギフトにつきましては、送料・箱代を含めた料金となっています。
このカタログ掲載の商品は、0.75リットル入り・アルコール度数14.5度以下が基本となっております。

ゲアハルトワインのお申込について

カタログ有効期限：2021年11月末まで

電話03-5388-6755（午前10時 〜午後7時） Fax 03-5388-6794（ 随時 ）

●札 幌

お申込は同封の申込書またはお電話、ファックスでどうぞ。

<お 支 払 い> 商品発送時に請求書、振込用紙をお送りしますので2週間以内にお振り込みください。 ※振込手数料はお客様のご負担となっております。
<お
届
け> ご注文頂きました商品は、
ご注文日より３日〜１０日ほどでお届けします
（但し、大型連休を除きます）。
<お取替・ご返品> 商品の品質には万全の注意を払っておりますが、万一不良品がありましたらお取替えいたします。なお、
お届けから一週間以上経た商品のお取り換えはお断り致します。
<ご
注
意> 未成年者の飲酒は法律で禁止されています。未成年者のご注文はお受けできませんので予めご了承ください。
< 品 切 れ の 場 合 > 万一ご注文の商品が売りきれました場合は、同等の商品をもって発送させて戴きます。
<生
産
者> ドイツ：ゼクト ウント ワインケラーライ ヤコブ ゲアハルト、
プリンツ フォン ヘッセン、
ヴェルトアックス社
フランス：ジョルジュ・ヴィクルー、G.H.マルテル、
シャトー・サントネイ社
イタリア：コッセンティーノ社、
アンティケ社、
キアリ社 オーストリア：エルフェンホーフ醸造所
<そ
の
他> 当社は、通信販売酒類小売業免許を渋谷税務署長から付与されています。
（日付：平成3年6月10日・番号：渋谷第170号）
輸入の事情によりセット内容及び価格が変更になることがあります。
● 大阪
※本州以外の地域への運賃については、別途追加料金を頂戴致します。
●名古屋
福岡●
※消費税は10%、
ジュースのみ8%となります。

仙台●

埼玉 ●
東京●

輸入販売元：ワインハウスゲアハルト株式会社
本 社 管 理 部 ：〒151-0072
営業部/ショップ：〒151-0072
札 幌 オフィス：〒062-0933
仙 台 オフィス：〒980-0801
埼 玉 オフィス：〒338-0012
名古屋 オフィス：〒460-0008
大 阪 オフィス：〒562-0035
福 岡 オフィス：〒812-0041

※未成年者の飲酒は法律で禁じられています。

東京都渋谷区幡ヶ谷1-1-1 幡ヶ谷プラザビル5F
東京都渋谷区幡ヶ谷1-1-1 幡ヶ谷プラザビル1F
札幌市豊平区平岸３条10 -1 52松井ビル2F
仙台市青葉区木町通2 -1-18 ノース･コアビル6F
埼玉県さいたま市中央区大戸4 -26 -11 Vent Vert 与野3F
名古屋市中区栄5 -10 -5 ドムス栄1F
大阪府箕面市船場東3-3 -11 コムザシティ箕面403
福岡市博多区吉塚4-10 -48 福岡インタービル2F

TEL. 03-5388-6711
TEL. 03-5388-6755
TEL. 011-814-5801
TEL. 022-728-7611
TEL. 048-835-6410
TEL. 052-249-1370
TEL. 072-749-6901
TEL. 092-626-9100

FAX. 03-3378-6648
FAX. 03-5388-6794
FAX. 011-814-5808
FAX. 022-728-7623
FAX. 048-835-6415
FAX. 052-249-1372
FAX. 072-749-6907
FAX. 092-626-9130
発行：20 21年 6月

