
55選
●9/5（木）→18（水）

●新宿店中地階 酒売場

選りすぐりの55銘柄のワインを試飲でご紹介。どのワインが試飲できるかは当日のお楽しみ！

秋のワインフェア

世界の銘醸地ワイン

※未成年者の飲酒は法律で禁止されています。 ※お車（二輪車・自転車を含む）を運転される方の試飲はご遠慮ください。
※掲載価格はすべて現税率(8％)に基づく税込価格です。2019年10月1日以降にお引き渡しの場合は、新税率(10％)に基づき精算させていただきます。

原産国 生産者 商品名 種類 品種 価格

1 イタリア　 アジエンダ・アグリコーラ・アゼリア バローロ　ブリッコ・フィアスコ 赤 ネッビオーロ ¥10,800

2 ギリシャ ドメーヌ・シガラス サントリーニ　カヴァリエロス 白 アシルティコ ¥5,508

3 イタリア　 アジエンダ・アグリコーラ・ヴィエ・ディ・ロマンス ヴィエリス　ソーヴィニヨン・ブラン 白 SB ¥4,536

4 フランス　 ラ・シャブリジェンヌ シャブリプルミエクリュフルショーム 白 シャルドネ ¥4,320

5 フランス　 ドメーヌ・フアシェ サンセール　レ・ロマン 白 SB ¥3,456

6 フランス　 クロ・シニャドール パトリモニオ　ア・マンドゥリア・ディ・シニャドール 赤 ニエルッキオ ¥3,888

7 イタリア　 マロ―ロ グラッパ・ディ・モスカート ブランデー モスカート ¥5,555

8 カナダ ザ・アイス・ハウスワイナリー ノーザン・アイスヴィダル　アイスワイン 白 ヴィダル・ブラン ¥4,212

9 フランス　 ボーモン・デ・クレイエール ブランド・ノワール・ブリュット　ミレジム 白泡 PN、ムニエ ¥5,555

10 タスマニア スターゲイザー トゥペロ　タスマニア 白 ピノ・グリ、リースリング、ゲヴェルツトラミネール ¥4,320

11 アルメニア ゾラ　ワインズ ヴォスキ 白 ヴォスキアット、ガランドゥマック ¥3,564

12 スペイン アクスティックセリエール ブラオ 赤 カリニェナ、ガルナッチャ ¥3,240

13 フランス　 シャトー・ギロー シャトー・ギロー　ハーフ 白 セミヨン、ソーヴィニヨンブラン ¥3,780

14 フランス　 コ―ス・デュ・セロン アン・パントマルベックカオール 赤 マルベック ¥3,240

15 フランス　 ドメーヌ・ジル・ロバン クローズエルミタージュ　パピヨン　赤 赤 シラー ¥2,808

16 フランス　 ドメーヌ・ポール・マス グランド・レゼルヴ　カベルネソーヴィニヨン 赤 カベルネ・ソーヴィニヨン ¥2,376

17 フランス　 フィリップ・ペルノ・ベリカール ブルゴーニュ　シャルドネ 白 シャルドネ ¥2,808

18 フランス　 シュヴロー ヴーヴレ　クロ・ド・ルージュモンアベイドマルムティエールセック 白 シュナン・ブラン ¥2,376

19 ドイツ ヴァイングート　フォン・バーデン ドゥルバッハ―　シュぺートブルグンダーエアステ・ラーゲ 赤 シュペートブルグンダー ¥3,024

20 ドイツ ヴァイングート　フォン・ウィニング
フォン・ウィニングダイデスハイマー　パラディ―スガルテンリースリ

ングトロッケン　エアステ・ラーゲ
白 リースリング ¥2,700

21 ドイツ ヴァイングートテッシュ ディープ・ブルー 白 PN ¥2,160

22 オーストラリア ヴィンテロバー アーバンワイナリー プロジェクト レッド 赤 シラーズ、マルベック、テンプラリーニョ ¥3,240

23 フランス　 シャトー元詰 シャトー・ボーモン 赤 カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー、プティヴェルド ¥2,592

24 フランス　 クロ・サントマグレドレーヌ カシ― 白 マルサンヌ、ユニブラン、クレレット、ブールブラン ¥2,916

25 フランス　 シャトー・カナデル バンドール　ロゼ ロゼ ムールヴェ―ドル、サンソ―、グルナッシュ ¥2,916

26 スペイン ボデガチャコリレサバル チャコリ・レサバル　アリ 白 オンダラビ・スリ、オンダラビ・ベルツァ ¥1,836

27 フランス　 ルイ・ピカメロ クレマンドブルゴーニュ ロゼ ロゼ泡 PN ¥2,160

28 イタリア　 ロータリ ロータリ・ブリュット〈箱入〉 白泡 シャルドネ ¥1,944

29 イタリア　 メディチ・エルメ―テ コンチェルトランブルスコ レッジアーノ セッコ 赤泡 ランブルスコ・サラミ－ノ ¥1,620

30 アルゼンチン パイロスワインズ パイロスアペラシオン　マルベック 赤 マルベック ¥1,944

31 アルゼンチン アルパマンタ　エステイトワインズ アルパマンタ　ブレバ　ソーヴィニヨンブラン 白 ソーヴィニヨンブラン ¥3,348

32 イタリア　 アジィエンダ・アグリコーラトゥアリータ ぺルラートデル・ボスコロッソ 赤 サンジョヴェーゼ ¥3,240

33 イタリア　 サンテロ ディーレ　バルベーラ・ダスティオーク樽熟成 赤 バルベーラ ¥1,512

34 イタリア　 アジィエンダ・アグリコーラ・ディ・レオナルド ゴシップ 白 ピノグリ ¥1,944

35 イタリア　 ファットリア・ディ・バッシャーノ イ・ピー二 赤 CS、メルロー、シラー ¥2,916

36 イタリア　 サン・マルツァーノ コレッツィオーネチンクアンタ+３ 赤 ネグロアマーロ、プリミティーヴォ ¥2,484

37 イタリア　 サン・マルツァーノ エッダ 白 シャルドネ、モスカート、フィアーノ・ミニュトーロ 他 ¥2,052

38 ポルトガル キンタ・ド・エスビーニョ キンタ・ド・エスピーニョ　レゼルヴァ 赤
ティンタ・ロリス、トウリガ・フランカ、

トウリガ・ナシオナル
¥2,268

39 ポルトガル カザ・アグリコラ　 アレクシャンドレ・レウヴァス アートテッラ　クルティメンタ 白 アンタン・ヴァス、アリント、ヴィオニエ ¥1,620

40 南アフリカ ロージアンヴィンヤーズ シャルドネ・ヴィンヤーズ・セレクション 白 シャルドネ ¥2,484

41 オーストラリア デントン・ヴュー・ヒルヴィンヤード デントン・シェッド　カベルネ・フラン 赤 カベルネフラン ¥2,808

42 オーストラリア ショウ・アンド・スミス ソーヴィニヨン・ブラン 白 SB ¥2,268

43 オーストリア ヴァイングートマイヤーアムプァールプラッツ グリューナーヴェルトリーナーヴェ―トーヴェン　第九ラベル 白 グリューナーヴェルトリーナー ¥1,728

44 スペイン セリェール・ピニョル ラビ・アルフィ　 白 ガルナッチャ・ブランカ ¥3,132

45 スペイン ボデガス・ヒメネス・スピノラ エクセプショナル　ハーヴェスト 白 ペドロヒメネス ¥2,700

46 ニュージーランド グリーンホフヴィンヤード グリーンホフ　ソーヴィニヨン・ブラン 白 SB ¥2,160

47 ニュージーランド サザン・バンダリー・ワインズ ホームクリーク ワイパラ ゲヴェルツトラミネール 白 ゲヴェルツトラミネール ¥1,404

48 オーストラリア シュワルツワイン・カンパニー シュワルツ　GSM 赤 グルナッシュ、シラーズ、マタロ ¥2,484

49 オーストリア ヴァイングート　マイヤー・アム・プァールプラッツ ウィーナーゲミシュターサッソ 白
グリューナー・ヴェルトリーナー、リースリング、

ツィアファンドラー、ロートギプフラー 他
¥1,944

50 オーストラリア ローガン・ワインズ クレメンタインブラッシングミニー ロゼ PN、PG、ムニエ ¥1,944

51 チリ ビーニャ　バルディビエソ バルディビエソ　エクラ 赤 カリニャン、ムールヴェ―ドル ¥2,808

52 チリ ペドロ・パッラ イ・ファミリア ペンコポリターノ 赤 サンソ―、パイス ¥2,268

53 オーストリア ヴァイングート　グラッスル ツヴァイゲルト　クラシック 赤 ツヴァイゲルト ¥1,728

54 ルーマニア ヴィル・ブドゥレアスカ プレミアムフェテアスカ・ネアグラ 赤 フェテアスカ・ネアグラ ¥1,512

55 スペイン マキナ・イ・タブラ パラモス・デ　ニカシア 白 ベルデホ、マルバシア・カステリャナ ¥1,728


