
ｺｰﾄﾞ 商品名 色
容量
(ml)

参考上代

J.マイヤー・ゲヴュルツトラミネール

J.Meyer Gewürztraminer

J.マイヤー・ピノ・ノワール

J.Meyer Pinot Noir

J.マイヤー・ピノ・ノワール・ブラン

J.Meyer Pinot Noir Blanc

4006975202346

ブランド名：　セラー・マイスター、ドミニク・マイヤーの父の名。父から受け継がれた確かな伝統と醸造技術の結晶
品種：ゲヴュルツトラミネール１００％
土壌：黄土、チョーク、粘土、着色砂岩又は砂が混じったローム層
栽培：サステイナブル(減農薬)農法
醸造：培養酵母使用。１６℃に調整したステンレスタンクで１５～２０日間の発酵、熟成。
残糖度：１５ｇ/L（参考値）

淡いイエロー・カラー。活気に満ちた香りと味わい。スパイス、バラの花、フルーツのアロマの素晴らしいバランス。
品種特有のライチを思わせる甘くエキゾチックな風味。
相性の良い料理：サラダ、マイルドなチーズ、スパイシーなエスニック料理。

ブランド名：　セラー・マイスター、ドミニク・マイヤーの父の名。父から受け継がれた確かな伝統と醸造技術の結晶
品種：ピノ・ノワール１００％
栽培：サステイナブル(減農薬)農法
醸造：フリーランジュース、培養酵母使用。１６℃に調整したステンレスタンクで１８日間の発酵後、９ヶ月間熟成。
残糖度：6.2ｇ/Ｌ（参考値）

淡いイエロー・カラー。弾けるようにフレッシュなピノ・ノワールのブラン・ド・ノワール。（黒ブドウから造られる白ワイン。）
チェリー、ストロベリーのいきいきとしたアロマ。なめらかな喉越し、まろやかな後味が楽しめる、親しみやすい味わい。
相性の良い料理：: 良く冷やして、食前酒やリラックスタイムに。または前菜やサラダ、チキンなど白身肉の料理と。

214400 白 750 ¥1,500
Q.b.A.モーゼル

4006975204494

Ｍｏｓｅｌｌａｎｄ
モーゼルランド

¥1,500

¥1,500赤 750

ブランド名：　セラー・マイスター、ドミニク・マイヤーの父の名。父から受け継がれた確かな伝統と醸造技術の結晶
品種：ピノ・ノワール100％
栽培：サステイナブル(減農薬)農法
醸造：培養酵母使用。１８℃に調整したステンレスタンクで１０～１５日間の発酵後、熟成。ワインの一部(１０％)を
ドイツ伝統の内側を焦がしていない大樽(容量３０００L)で３～４ケ月熟成。
残糖度：残糖度;5.8g/L　（参考値）

繊細なルビーレッド。豊かなフルーツの香り。ブラックチェリーやブラックカラントの濃厚な風味、なめらかでドライな
余韻を残す後味。エレガントでバランスのとれたワイン。
相性の良い料理：ピッツア、パスタなどカジュアルな料理と。

 『ワイン王国　119号』（2020年10月5日発売予定）のブラインド・テイスティング企画で5ツ星獲得（2018VT）

750213971

213977

白

格付／地域
ＪＡＮ

Q.b.A.ファルツ

4006975202322

Q.b.A.ファルツ

アルザスのヴァラエタルワインに引けを取らないクオリティ。

そして驚異的なコストパフォーマンス！ 新生 ”辛口” ドイツワイン！

モーゼルランド社は組合員数２０００名を擁する、ドイツ最大のブドウ栽培農家共同組合です。

モーゼル、ナーエ、ファルツ、ラインヘッセンでリースリングをメインにワインを産出しています。

１９６８年の創業以来、”ブドウからボトルまで”をモットーに品質第一の生産システムを構築。

栽培コンサルタント・チームと栽培農家がしっかりとタッグを組み、上質なブドウを育て上げ

サプライ・チェーンとして材料調達⇒生産⇒物流⇒販売まで完全管理しています。

＊IFS(国際食品規格)の認定を受けています。
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ｺｰﾄﾞ 商品名 色
地域
ＪＡＮ

容量
(ml)

参考上代

ゴールドシルド・リースリング・カビネット
Goldschild Riesling Kabinet

ゴールドシルド・リースリング・アウスレーゼ
Goldschild Riesling Auslese

ゴールドシルド・リースリング・アイスヴァイン VT モーゼル･ブラウネベルガー･アイスヴァイン

Goldschild Riesling Eiswein 2012 4006975181252

フライムート・リースリング・ゼクト・ブリュット ドイチャー・ゼクト
Freimuth Riesling Sekt Brut 4006921510433

フライムート・ショイレーベ・ゼクト・スウィート【限定品】 ドイチャー・ゼクト
Freimuth Scheurebe Sekt Sweet 4006921510457

ＰＥＴＥＲ　ＦＲＥＩＭＵＴＨ
ペーター・フライムート

214000 泡 NV 750 ¥1,500

品種: ショイレーベ１００％
醸造：シャルマ方式で二次発酵、６ヶ月間熟成。
総酸度：約５．９ｇ／L      残糖度：約６１．５ｇ／L   ガス圧： ５．１bar (  以上、参考値）

ショイレーベは1916年にドイツのブドウ栽培学者ショイ(Scheu)博士により生み出されたリースリングとブケットトラウベの交配種。完熟ブドウ
から作られた甘口のゼクトは、このブドウ特有の豊かなアロマと熟したモモのようなフルーティーな風味が楽しめます。果実味の層が寄せ
ては返すジューシーな味わいは、ランスの良い甘味が心地良いまろやかな後味へと続きます。
相性の良い料理: 　良く冷やして食前酒、食後酒に。前菜やスパイシーなエスニック料理に合わせて。

品種： リースリング１００％
醸造：厳選されたリースリングをシャルマ方式で二次発酵、６ヶ月間熟成。
総酸度：約５．９g／L　　　残糖度： 約１１．１ｇ／L  ガス圧：５．２Ｂａｒ (以上、参考値）

上質なドイツ産のリースリングのみを使用。活気に満ちたエレガントな香り、リースリング特有のフレッシュな酸味、上質さがうかがえる繊細
な泡立ちが魅力的です。なめらかで完璧にバランスの取れた酸味、リンゴと熟したモモのフルーティーな風味にあふれ、溌剌としたキレの
よい後味が小気味よいワインです。
相性の良い料理: 食前酒に。あらゆる料理やシーンにマッチする、バランスの良い辛口。

213995 泡 NV 750 ¥1,500

375 ¥7,800

モーゼル･リーゼラー･シュロスベルグ
4006975163081

モーゼル･ケステナー･パウリンスホフベルガー

4006975168024

ブランド名；”金のプレート”を意味するプレミアムシリーズ。銘醸畑“ブラウネベルガー”の最大傾斜度は、なんと３８．６度！アイスヴァイン
は特別な気象条件が揃った年にしか生産できません。金色の輝き、果実味が凝縮された甘美な味わいは、まさに唯一無二！

品種：リースリング１００％　　　　　　栽培：サステイナブル(減農薬)農法
醸造：１２月中旬、マイナス８℃の厳寒の中、凍結したブドウを手で粒選りしながら収穫。凍ったままの粒を優しく圧搾、厳選された培養酵
母を使用し、１２℃の小型ステンレスタンクで30日間発酵、熟成。安定化、ろ過。
残糖度：１９４ｇ／L      　※ハーフボトル６本入

うっとりするほどエレガントな香り、ハチミツのような甘みと鮮やかな酸味の完璧なバランスが見事です。複雑で奥深い反面、果実の弾ける
ようなフレッシュさも感じられる味わい。特別な長期熟成型ワインで、何十年も寝かせることで至高の味わいに達します。
よく冷やして、フルーツ系のデザートとともにお楽しみください。
ラインラント=ファルツ州農業会議所コンクール2013 金賞、ムンダス・ヴィニ2013 銀賞　　（2012VT）

ブランド名；”金のプレート”を意味するプレミアムシリーズ。モーゼル中部のプルミエ・クリュ、“リーゼラー・シュロスベルグ”は、機械も入れられない急勾
配の１４５ｈａの単一畑です。手作業で大切に育てられた厳選ブドウから産まれる贅沢なワイン！

品種：リースリング１００％
土壌：標高１００～２００mのスレート土壌の畑。　　　　　　栽培：サステイナブル(減農薬)農法
醸造：軽い圧搾の後、天然酵母のみを使用し、１５℃に温度調整された小型のステンレスタンクで３０日間発酵。シュール・リーで熟成させた後、収穫翌
年の春に瓶詰めする前に一度だけろ過、安定化。
残糖度：５５ｇ／L（参考値）　    ※６本入

輝くゴールド・カラー。シトラス、グレープフルーツ、リンゴのアロマにミネラルの風味が漂います。 繊細な銀細工のように複雑でバランス良く、柑橘系の
ピリッとした刺激が心地良い、活気にあふれた味わい。エレガントな風味が舌を喜ばせる、高貴なワインです。
良く冷やして、食前酒に。サラダ、マイルドなチーズ、スパイシーなエスニック&中華料理に合わせて。
第7回サクラ・アワード２０２０ ゴールドメダル受賞（2018VT）

213985 白 750 ¥2,600

ブランド名；”金のプレート”を意味するプレミアムシリーズ。“ケステナー・パウリンスホフベルガー”は高名なブラウエンベルグやピースポートの畑に挟ま
れた、知る人ぞ知る銘醸畑。９ｈａの畑は陽当たり抜群で、華やかなでジューシーなワインを産み出します。

品種：リースリング１００％
土壌：風化した非常に細かいスレート土壌　　　　　　　栽培：サステイナブル(減農薬)農法
醸造：軽い圧搾の後、天然酵母のみを使用し、小型のステンレスタンクで３０日間発酵。シュール・リーで熟成後、翌春の瓶詰めする前に一度だけろ
過、安定化。
残糖度：１００ｇ／L（参考値）　     ※６本入

濃い麦わら色。エキゾチック・フルーツ、ハチミツ、貴腐のような香りが漂う複雑でエレガントなブーケ。濃厚な甘みが、キリッとしたさわやかな酸味とすば
らしいミネラルの風味を引き立てています。長い余韻が楽しめる、贅沢なフルボディ。
良く冷やして食前酒に。フルーツ系のデザートやクッキーとともに、食後酒としても楽しめます。
アジア・ワイン・トロフィー２０１９ 金賞（2018VT）

213980 白 750 ¥2,300

213990 白

創業１５９３年 モーゼル川流域の最も伝統あるワイン会社の一つです。 長い経験により、優れた品質のゼクト

（スパークリング・ワイン）を生産しています。
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ｺｰﾄﾞ
商品名

ヴィニフィケーション
色

容量
(ml)

参考上代

ロジャレット・ブラン
Rojalet Blanc

ロジャレット・ネグラ
Rojalet Negre

ロジャレット・セレクシオ・ネグラ
Rojalet Seleccio Negre

フェレスト・ティント・オーガニック
Ferest Tinto Organic

原産地
ＪＡＮ

DOﾓﾝｻﾝ
8437002456504

品種: ガルナッチャ50%、カリニャン30%、シラー20%       (平均樹齢20～25年)
フェレストとはカタルーニャ語で“自然のまま”を意味する言葉。
2015年にオーガニック認定された標高250mの畑から生まれるワイン。厳選されたブドウを手作業で摘み取り、丁寧に選別して、伝統的製法で醸造。25℃
前後に調整したステンレスタンクで15日間の浸漬発酵、3～4日間の乳酸発酵。フレンチオークの古樽で6ヶ月間熟成。
残存SO2: 59mg/L、総酸度4.9g/L,　残糖度:0.72g/L
濃厚なチェリー・レッドの色合い。レッドフルーツの弾けるようなアロマとソフトなトースト香、完熟フルーツの濃厚な果実味とスパイスの風味。シルクのように
なめらかな舌触りと喉ごしが何といっても印象的。まろやかなタンニンの奥深いコク、調和のとれた長い余韻が心地良いミディアム～フルボディ。
ギア・ペニン2020 　89点(2017VT)
カタルーニャ・ワインガイド2020　9.46点/10点(2017VT)
※６本入

213908

DOﾓﾝｻﾝ

8437002456047

DOﾓﾝｻﾝ
8437002456221

DOﾓﾝｻﾝ
8437002456030

セリェル・マスロッチ
(スペイン/ カタルーニャ州 DOモンサン）

100年の伝統を誇る老舗メーカー

750

白 750 ¥1,600

品種 : マカベオ60%、ガルナッチャ・ブランカ40%    (平均樹齢20～25年)
ロジャレットとはカタルーニャ語で”赤”を意味する言葉に由来する造語。
標高200mの自社畑育ちのブドウを手摘みで収穫。房は小さくデリケートで金色に輝き、完熟した風味に満ちています。17℃で10日間、調整したステンレ
スタンクで伝統的な低温発酵。
明るいゴールド・カラー。トロピカルフルーツや白い花、地中海のハーブの香りが立ち昇り、程よい酸味がさわやかで、ガルナッチャ・ブランカ特有のまろや
かな味わいが広がります。マカベオはアロマを引き立たせ、ガルナッチャ・ブランカが味わいの輪郭線をくっきりと描き出しています。活気に満ちたエレガ
ントな辛口白ワインで、シーフードのお伴に最適。
サクラアワード2019　 ゴールド受賞　（2018VT）

品種: ガルナッチャ60%、カリニャン40%     (平均樹齢30～45年)
ロジャレットとはカタルーニャ語で”赤”を意味する言葉に由来する造語。
標高250mの自社畑育ちのブドウを手摘みで収穫。ガルナッチャは果皮が薄くチェリーのような明るい色と風味を持ち、カリニャンは果皮が厚くブラックフ
ルーツのような濃厚さとスパイシ―な風味にあふれています。25℃前後に 温度調整したステンレスタンクで伝統的な発酵及び乳酸発酵。
スミレ色の陰影のある明るいルビー色。レッドフルーツやチェリーの弾けるようなアロマに地中海のハーブの香り。豊かな果実味、熟した滑らかなタンニン、
複雑な風味の余韻も長く楽しめるミディアムボディ。チキンやポークなど普段の料理に合わせやすい、親しみやすいワイン。
インターナショナル・ワイン・チャレンジ2019　 92点(2018VT）
ギア・ペニン2020 　89点(4ｓtars)(2018VT)

¥1,600214470 赤 750

¥2,600

¥2,000

214215

赤213911

赤 750

　
品種: カリニャン70%、ガルナッチャ30%       (平均樹齢20～25年)
ロジャレットとはカタルーニャ語で”赤”を意味する言葉に由来する造語。
標高100～300mの自社畑のブドウを手摘み。25℃前後に調整したステンレスタンクで伝統的な低温発酵、乳酸発酵後、フレンチオーク樽で８ヶ月間熟
成。
スミレ色の縁取りがある深いルビー色。チェリー、ミネラル、トースト、スパイスの豊かな香りに満ち、完熟した果実の風味とエレガントでよくこなれた樽香が
感じられます。なめらかなタンニンが心地よく、酸と果実味、樽の風味がバランス良く調和しています。ストレートで力強い味わいは舌に残る余韻に至るま
で芳醇。マスロッチが誇るカリニャンの古木の魅力が充分に味わえる、贅沢な1本です。
インターナショナル・ワイン・チャレンジ2018　銀賞＆90点(2015VT)　　　サクラアワード2019　金賞(2016VT)
ロンドンワインコンペティション2021　シルバーメダル(2017VT)インターナショナル・ワイン・チャレンジ2021　銅賞(2018VT)

セリェル・マスロッチは１９１７年の設立。改革を重ねながら発展し続け、現在ではスペイン・カタルーニャ地方プリオラー

ト州のＤＯモンサン（2001年制定されたDO)で最も有名なワイナリーの一つとなっています。

モンサン南西部のエル・マスロッチ村は、標高５０～３００m。ローム、スレート、粘土、石灰岩など多様性に富んだ複雑

な土壌を持っています。 ”マスロッチ”とはカタルーニャ語で”赤い土地”を意味し、独特の赤色粘土を指す名前です。

乾いた石ころだらけの赤い大地に広がるブドウ畑とオリーブ畑が、1000年以上も前から続くこの地の典型的風景です。

乾燥した気候、酷暑の夏と極寒の冬・・雨はほとんど降らず、”メストラル”と”ガルビ”と呼ばれる風が常に吹き渡り、夕

焼け空は大地と同じ色、つまり燃えるような真っ赤に染められます。それはこの地方特有の美です。乾ききった赤い空

と大地のもとで育つブドウは、地中奥深くまでたくましく根を伸ばし、風味豊かで個性的な味わいのワインを産み出すの

です。

ガルナッチャとカリニャンはどちらもカタルーニャが誇るブドウですが、気温が高いモンサンではカリニャンが最重要品種で

す。 “丹精こめて世話を続けて行けば、歳月がブドウを育ててくれる” という地元の諺どおり、カリニャンは樹齢を重ねる

につれて活力が満ちる品種で、老木は小さな細かい果実にすべての力を凝縮させます。良きものは、じっくりと待てる人の

もとにやってくるのです。 マス

ロッチのワインは世界20ヶ国以上に輸出され、ワイン・スペクテイターやデキャンタ、IWC、ギア・ペニン等から高い評価を受

けており、赤い粘土の地層をモチーフにした抽象画のようなラベルの美しさも、絶賛されています。

認証あり /ＣＣＰＡＥ(カタルーニャ州有機農業統制委員

【限定品】

有機/ビオロジック
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，， 
Lo�arel 

VITIVINICULTORS 

Loxarel／ルシャレル
スペイン／カタルー ニャ州 ペネデス
スペインで初めてビオディナミを導入

ブドウ栽培農家4代目のジョセップ ・ ミチャンが1 9 8 7年に立ち上げたワイナリ ー。ルシャレルとは、地元ブドウのチャレロをXAREL.
LO⇒LOXARELと倒置した造語です。手摘み収穫、天然酵母の使用、アンフォラの導入、502無添加ワインの取り組み、ユニークで斬新な
スタイルは絶大な評価を受けています。スペイン ・ ビオディナミ団体の草分け、’'テッラディナミガ＇の発足当初からのメンバー。デメテー

ル(Demeter)の補佐を請け負うドリスケル社認定のビオディナミ農法を実践しています。全商品、オー ガニック＆ビオディナミ、天然酵母
使用、そしてヴィーガン対応（無認証）。

A
ニ

アマルテア ・ ブリュット• 一
ナチュレ ・ レゼルバ ・ オーガニック
DOクラシック ・ ペネデス

品種：チャレロ 45%、マカベオ 35%
パレリャーダ 20%

参考上代：¥2,100 ケース 6 本入

伝統製法による年号入りカバ。シュール ・ リー

で 15 ヶ月間の瓶内熟成を行うレゼルバ。
いきいきと輝く麦わら色、繊細な泡立ち。フレッ
シュ＆フルーティーで、洋ナシやシトラス、花
の香りにあふれ、ナッツやトーストの香ばしい風
味も漂います。心地よい酸味、塩気を感じる後
味のドライでエレガントな味わいです。
有櫨／ビオディナミ I

認証あり／カタルーニャ州有機農業統制委員会【Terredinamica】
JAN: 8413929000051 

アマルテア ・ ブランコ
オーガニック ・
DOカタルーニャ

品種：ガルナッチャ ・ ブランカ 80%、
チャレロ 20%

参考上代：¥2,000 ケース 6 本入
標高500m以上の高地畑で育つガルナッチャ ・

ブランカをメインにした爽やかなブレンドワイン。
グリーンのきらめきのある淡いイエロー。洋ナシ
やモモなどの完熟フルーツのアロ マに地中海の
森のニュアンスも感じられます。フレッシュな口
当たり、心地よい酸味、アンズやモモの風味に
あふれた非常に親しみやすい味わいです。

賓機／ビオディナミ l
認証あり／カタルーニャ州有機農業統制委員会【Terredinamica】
JAN: 8413929620129 

パティ ・ アルナウ ・ ロゼ ・

オ ーガニック
DOペネデス

ー

◆アマルテア
～ヤギの姿で描かれる

ギリシャ神話の優しい妖精の名～

アマルテアとはゼウスの育ての親で、後にぎょしゃ座の
カプラという星になります。

ヤギとその角、そして星は、’'ビオディナミ農法’'のシンボ
ル。ルシャレルの畑では 250 頭のヤギがグリー ン ・ ハー

ベストの役割を果たし、ヤギの角はPSOOプレパラシ
オン（自然物質から成る調合剤）の主原料となっています。

《 DOクラシック ・ ペネデス 》
2 0 1 4年制定の、カバより高レベルのスパークリング・
ワイン規定。1 0 0％ペネデス産の有機ブドウ使用、
年号入り、レゼルバは最低1 5ヶ月間以上の熟成が必要。

アマルテア ・ ティント
オ ーガニック
DOペネデス

品種：カベルネ ・ ソー ヴィニョン 60%、
メルロー 30%、テンプラニーリョ 10%

参考上代：¥2,000 ケース 6 本入
ボルドー系ブドウとテンプラニーリョをブレンドした
ミディアムボディの赤ワイン。ハンガリー産の樽
(2年物）で 10 ヶ月間熟成。ブラックチェリーや
ブラックベリーの芳醇な果実の香り、樽からくる
バニラやチョコレートの風味。力強く、しかしソ
フトなタンニンにあふれ、後味にはほのかなミネ
ラルの風味も漂います。
賓懺／ビオディナミ I
認証あり／カタルーニャ州有機農業統制委員会【Terredinamica】
JAN: 8413929620112

一

品種：グルナッシュ 50%、メルロー 44%、
シラー 6%

参考上代：¥2,000 ケース 6 本入
“小さなアルナウ ’'（アルナウ＝息子の名）の
ラベルには、月を眺めるのが好きだったという愛
猫のイラストが配されています。（月＝ビオディ
ナミ農法の象徴のシンボル）フリーラン ・ ジュー

ス使用。チェリーやレッドベリーの華やかなアロ
マ、フレッシュな酸味。後味にはほのかな渋み

のある、エレガントな辛口のロゼワインです。
有機／ビオディナミ l
認証あり／カタルーニャ州有機農業統制委員会【Terredinamica】

JAN: 8413929002604 

畑では山羊によるグリ ーンハーベストが行われています。

78 





80





ｺｰﾄﾞ 商品名 色
地域
ＪＡＮ

容量
(ml)

参考上代

ソモス・ニエトロ・マカベオ

SOMMOS NIETRO MACABEO

ソモス・ニエトロ・ガルナッチャ

SOMMOS NIETRO GARNACHA

ソモス・アルケス・ガルナッチャ
SOMMOS ALQUEZ GARNACHA

ソモス・ラミン・ガルナッチャ
SOMMOS LAMIN GARNACHA

Bodega Sommos Garnacha
ボデガ・ソモス・ガルナッチャ

スペイン・アラゴン地方 /ＤＯカラタユド

アラゴンの宝、オールド・ガルナッチャの奇跡の復活!
標高900m以上の高地畑で、化学肥料、殺虫剤、除草剤を一切使わない減農薬栽培

214170

¥2,000

214160

214166

750

214156 白 750

赤

¥2,600

¥7,000

アラゴン地方発祥と伝えられるブドウ、ガルナッチャ・ティンタ。ボデガ・ソモス・ガルナッチャでは、所有畑の多様なテロワールによって魔法のように
変幻自在なワインが産み出されています。地元の文化と伝統、そしてブドウ畑を愛するワインのプロフェッショナルたちが結集し、過去の遺産として
失われようとしていたオールド・ガルナッチャの畑を復活させたのが、このワイナリーの始まりです。
土壌は主に珪岩とスレート。有機物をほとんど含まず、適度な通気性があります。赤色と灰色の2種のスレートがあります。
収穫は100%手摘み。険しい急斜面と100年以上前に植えられた畝の間隔の狭さが、機械の導入を阻んでいます。摘み取られたブドウは20kg入りの
小箱に詰められ、ブドウ畑で一回目の選別が行われます。その後、ブドウはセラーの選別台で更に厳選、除梗され、完璧な状態の粒だけが醸造に
回されるのです。
化学肥料、殺虫剤および除草剤を一切使わず、環境に優しい伝統的な減農薬栽培から生まれるワインは、まさに唯一無二の個性を誇ります。

内陸＆高地の厳しいマイクロクライメートの賜物。豊富なミネラルとグリセロールがもたらす清涼感と重厚感！
品種：マカベオ１００％　平均樹齢：３５～５０ 年以上　　※サステイナブル(減農薬)農法
ワイン名は古代ギリシア語のワインの容量の単位。ラベルは中世の醸造所をイメージしたデザイン。マカベオの古木ブドウ100％のリッ
チな味わいの白ワイン。
赤色スレートの痩せた土壌、標高900m以上の高地畑で育つ古木ブドウを手摘みで収穫。冷却したブドウを丁寧に選別、低温浸漬を
４時間。軽く圧搾しマストをしばらく静置。２５日間の低温発酵後、ステンレスタンクで６ヶ月間、フレンチオークの古樽で３ヶ月間、毎日
バトーナージュを行いながらシュール・リーで熟成。
グリーンの輝きのある明るく澄み切ったペール・イエロー。フレッシュフルーツの濃厚なアロマと樽熟成によるほのかなトースト香。なめ
らかな舌触り、いきいきとした活力にあふれ、エレガントな余韻が残る芳醇な味わいです。　※6本入り

¥2,000

カラタユドのテロワールを映しとった、ガルナッチャの瑞々しさと活力が楽しめるワイン。
品種：ガルナッチャ１００％　平均樹齢：３５～５５ 年以上　　※サステイナブル(減農薬)農法
ワイン名は古代ギリシア語のワインの容量の単位。ラベルは中世の醸造所をイメージしたデザイン。樽熟成は最低限に抑え、酸、ミネ
ラル、果実味のバランスを最重視した味わい。
灰色スレートの痩せた土壌、標高900m以上の高地畑で育つ古木ブドウを手摘みで収穫。丁寧な選別後、発酵。タンニンやアロマ
ティックな果実味を十分に引き出すため１０日間の浸漬。軽く圧搾し45日間の乳酸発酵後、ステンレスタンクとフレンチオークの古樽で
バトーナージュしながら４ケ月間熟成。
いきいきとした明るいチェリーレッド。レッドフルーツや花束の濃厚なアロマ、樽熟成によるほのかなトースト香、スパイスの風味。シルク
のようになめらかな舌触り、味わい豊かなフルボディ。エレガントな長い余韻が心地よい後味も魅力的です。　※6本入り
ムンダス・ヴィニ2019 金賞、　デキャンタ・ワールド・ワイン・アワード2019　92点

750

赤

赤

750

DOｶﾗﾀﾕﾄﾞ

8425851202410

DOｶﾗﾀﾕﾄﾞ

8437015144535

8425851202717

8425851202403

DOｶﾗﾀﾕﾄﾞ

旗艦ワイン。オールド・ガルナッチャ特有の厚みのある果実味とまろやかな樽香のハーモニーが見事な、満足感溢れる1本！
品種：ガルナッチャ１００％　平均樹齢：４０～５５年、一部６０年以上　　※サステイナブル(減農薬)農法
ワイン名はラテン語のワインの容量の単位。当ヴィンテージよりラベル変更。
灰色スレートの痩せた土壌、標高900m以上の高地畑で育つ古木ブドウを手摘みで収穫。収穫量はブドウの木1本から1㎏以下。丁寧
な選別後、発酵前に5℃で３日間の低温浸漬。26～28℃で10日間の発酵後、タンニンを十分に引き出すため10日間の浸漬。軽く圧
搾し乳酸発酵。澱引き後、ステンレスタンクで４ヶ月間、フレンチオークの樽（古樽100％）で８ケ月間、バトーナージュしながら熟成後、
軽くろ過。この製法により独特のテロワールで育った個性的なガルナッチャの真価が発揮されます。
ルビー色に輝く濃厚なチェリーレッド。完熟レッドフルーツや花束のいきいきとしたアロマ、樽熟成による程よいトースト香、スパイスの
風味。シルクのようになめらかな舌触り、豊かな風味が口いっぱいに広がり、エレガントな余韻も長く楽しめる芳醇な赤ワインです。※6
本入り

DOｶﾗﾀﾕﾄﾞ

醸造家の理想を追求したワイン。優秀なヴィンテージにしか生産されない、大変希少な限定品!
品種：ガルナッチャ１００％　平均樹齢：６０～９０年　　※サステイナブル(減農薬)農法
灰色スレートの痩せた土壌、標高900～1000mの急峻な高地畑で育つ古木ブドウを手摘みで収穫。収穫量はブドウの木1本から1㎏以
下。20日間の浸漬、18日間の発酵、圧搾後30日間の乳酸発酵。ステンレスタンクで４ケ月、フレンチオークの新樽100％で18ケ月間熟
成。定期的なバトーナージュにより澱を撹拌し、オールド・グルナッシュのポテンシャルを最大限引き出しています。
ルビー色に輝く明るく濃厚なチェリーレッド。活気あふれる完熟レッドフルーツのアロマ、樽からのトースト香、チョコレートやミネラルの
風味。ベルベットのようになめらかで味わい豊かなフルボディ。果実味とスパイスの風味にあふれる濃厚な味わいがエレガントで長い
余韻へとつながっていきます。　　　　※どっしりとしたへビー・ボトル。ラベルと同デザインの1本紙箱入り。
デキャンタ・ワールドワイン・アワード2018 銅賞
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品　　種：
ボバル７０％　（平均樹齢４５年）
カベルネ・ソーヴィニヨン１５％、
テンプラニーリョ１０％、ガルナッチャ５％

参考上代： ¥1,400

品　　　種：
マカベオ１００％
（平均樹齢２５年）

品　　　種：
ボバル８０％
テンプラニーリョ２０％
（平均樹齢２５年）

参考上代： ¥1,300 参考上代： ¥1,300

 ｽｸﾘｭｰｷｬｯﾌﾟ ｽｸﾘｭｰｷｬｯﾌﾟ

　　　　　アウテンティコ・オーガニック 【限定品】

　

ＪＡＮ　8420202002947／ｹｰｽ６本入

DOウティエル・レケーナ

ＪＡＮ　8420202002923／ｹｰｽ６本入

手摘みブドウを天然酵母を使用し、ステンレスタンクで醸
造。24℃で7日間の浸漬、同じ温度で7日間発酵、タンク内
で2ヵ月間熟成。安定化、ろ過。
紫の輝きのあるチェリー・レッド。ラズベリーやチェリーの弾
けるようなアロマ。フレッシュでバランスが良くまろやかな味
わい。しっかりとしたコクと豊かな果実味の余韻が続く、飲み

応えのあるワインです。

ジルベール&ガイヤール2021　ダブルゴールド
90点（2020VT）

アウテンティコ・ティント・オーガニック【限定品】

DOウティエル・レケーナ

アウテンティコ・ブランコ・オーガニック【限定品】

手摘みブドウを天然酵母を使用しステンレスタンクで醸造。
12℃で6時間の浸漬、15℃で21日間の発酵後、タンク内で2
か月間熟成。安定化、ろ過。
ほのかに緑がかった麦わら色。リンゴ、洋ナシ、トロピカルフ
ルーツ、ハチミツの甘い香り。フレッシュでバランスが良く軽
やかな味わいには、あふれんばかりのトロピカルフルーツの
風味が感じられます。少しねっとりとした粘り気と程よいコク

のあるミディアムボディ。

ジルベール＆ガイヤール2021　金賞（2020VT)

ボデガス・コヴィニャス　Bodegas Coviñas
 スペイン　/ バレンシア州

DOウティエル・レケーナ

　バレンシアの内陸部、あまり知られていなかった産地ウティエル・レケーナで１９６５年に設立。COVINAS(Co=コーポラティヴ、Vinas
＝ブドウ畑）の名の通り、１２の栽培農家によって管理される畑は1万ha以上。灌漑をせず伝統的製法で栽培され、収穫量は極めて限
定されています。超モダンなワイナリーと巨大セラーは、全て自動で温度＆湿度管理され、分析研究室やボトリング工場も全てハイテ
ク。品質管理を何よりも重視しBRC＝英国小売協会(食品)国際規格認証、ＩＳＯ9001認証、IFS食品（国際特徴標準）を受けています。

最も樹齢が古い最高級ブドウを使用した、確固たる個
性と複雑さを持ったワイン。完熟フルーツのコンポート
のアロマに、ほのかなトースト香、チョコレートやミント
の風味も漂います。バランスのとれた酸味が心地よ
い、エレガントで繊細な味わい。
樽熟成：フレンチ＆アメリカン・オーク樽で30～36ヶ月
アジア・ワイン・トロフィー2018金賞(2012VT)
サクラアワード2019 ダブルゴールド（2012VT）
アジア・ワイン・トロフィー2020金賞(2014VT)
ベルリン・ワイン・トロフィー2021 金賞(2014VT)
ジルベール＆ガイヤール2021 90点(2015VT)

JAN：8420202002466

ヴィーニャ・デカーナ
ティント・グラン・レゼルバ【限定品】

           バレンシアの眠れる巨人、ＤＯウティエル・レケーナ
            地元のブドウ、”ボバル”に注目！

スペイン固有品種
BOBAL～ボバル～

ボバルの起源は中世に遡り、ウティエル・レケーナ周辺で栽培されていた記録が残っています。
現在、この地域を中心に40.000haの栽培面積があります。厳しい気候にも耐え、豊富な量の実をつける
タフな品種で濃厚な色合いの果実味豊かなワインを産み出します。

無肥料有機 /  ビオロジック

認証あり / ＣＡＥＣＶ(バレンシア有機農業委員会)

有機 /  ビオロジック

認証あり / ＣＡＥＣＶ(バレンシア有機農業委員会)

無肥料

アウテンティコ（オーセンティック＝本物）は、ボデガス・コヴィニャスの

新しいオーガニック・ワインのブランド。

人の手の介入を極力控え、テロワールを最大限生かした伝統的なワイン造り

を復活させることで、”大地や環境の持続性を守り続けていく” という大きな

決意が、その名に込められています。

ブドウの新鮮なアロマ＆純粋な味わいがストレートに五感に訴えかける、

それがアウテンティコの真髄です！

めずらしい無農薬＆無肥料の自然栽培ワイン！
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