
55選春のワインフェア

世 界 の 銘 醸 地 ワ イ ン

●4/1（月）→17（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！

※価格は税込です。 ※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。

原産国 生産者 商品名 種類 品種 価格

1 アメリカ スターレーン　ヴィンヤード カベルネ・ソーヴィニョン　ハッピー・キャニオン・オブ・サンタ・バーバラ 赤 カベルネ・ソーヴィニョン他 ¥5,555

2 オーストラリア スターゲイザー タスマニア　ピノ・ノワール 赤 ピノ・ノワール ¥5,555

3 フランス シャンパーニュ・ボーモン・デ・クレイエール ボーモン・デ・クレイエール　フルール・ノワール　ブランド・ノワール　ブリュット　ミレジム 白泡 ピノ・ノワール他 ¥5,555

4 フランス ドメーヌ・マルシャン・グリヨ ジュヴレ・シャンベルタン　オ・ヴェレ 赤 ピノ・ノワール ¥5,555

5 フランス ムルソー ムルソー　レ・ティレ 白 シャルドネ ¥5,555

6 スペイン アデガス・バルミニョール M－100　アルバリーニョ 白 アルバリーニョ他 ¥3,780

7 フランス ドメーヌ・ジ・ロレンス クレマン・ド・リム―ロゼ　ナンバー・セブン 白泡 シャルドネ他 ¥1,944

8 アメリカ アイドル・ワイルド・ワインズ コルテーゼ　フォックス・ヒル・ヴィンヤード 白 コルテーゼ ¥4,320

9 イタリア メディチ・エルメーテ 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・サラミーノ ¥1,728

10 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　ゲヴュルツトラミネール 白 ゲヴュルツトラミネール ¥1,404

11 フランス ドメーヌ・ブリュネ ドメーヌ・ブリュネ　ヴーヴレ　ドゥミ・セック　ヴィエイユ・ヴィーニュ 白 シュナン・ブラン ¥2,484

12 ポルトガル ルイス・ドゥアルテ・ヴィーニョス ラパリーガ・ダ・キンタ　ティント　レゼルヴァ 赤 アリカン他 ¥1,944

13 ジョージア パパリ・ヴァレー ルカルィテリ　クヴェヴリ20 白 ルカツィテリ ¥2,268

14 ジョージア ヴァジアニ・カンパニー マカシヴィリ・ワイン・セラー　キシィ 白 キシィ ¥2,808

15 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・ヴァス他 ¥1,836

16 ギリシャ キリ・ヤーニ サマロペトラ　ソーヴィニヨン・ブラン 白 ソーヴィニヨン・ブラン ¥1,944

17 ドイツ ヴィンヤード・マルクグラフ・フォン・バーデン シュロス・シュタウフェンベルク　ソーヴィニヨン・ブラン　エアステ・ラーゲ 白 ソーヴィニヨン・ブラン ¥3,240

18 ニュージーランド セレシン・エステイト セレシン・エステイト　ソーヴィニヨン・ブラン 白 ソーヴィニヨン・ブラン他 ¥2,592

19 フランス ドメーヌ・フアシェ サンセール　レ・ロマン　白 白 ソーヴィニヨン・ブラン ¥3,456

20 イタリア アジィエンダ・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 ソーヴィニヨン・ブラン ¥4,536

21 スペイン ディット・セリェール セレニータ　ニット 赤 ガルナッチャ他 ¥2,700

22 フランス ドメーヌ・ランドロン ミュスカデ・セーヴル・エ・メーヌ　シュール・リー　ル・フィエフ・デュ・ブライユ 白 ミュスカデ ¥2,484

23 フランス ドメーヌ・ド・パリュ シノン　レ・パンセ・ド　パリュ　赤 赤 カベルネ・フラン ¥2,808

24 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・スリ他 ¥1,944

25 アルメニア ゾラ・ワインズ ヴォスキ 白 ヴォスキアット他 ¥3,564

26 イギリス ハッティングレイ・ヴァレー ハッティングレイ・ヴァレー　クラシック・レゼルヴ　ブリュット 白泡 シャルドネ他 ¥4,320

27 イタリア アジィエンダ・アグリコーラ・ディ・レナルド ゴシップ 白 ピノ・グリージョ ¥1,944

28 イタリア サン・マルツァーノ タロ　プリミティーヴォ・ディ・マンドゥーリア 赤 プリミティーヴォ ¥1,728

29 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 ネグロアマーロ他 ¥2,484

30 イタリア アジィエンダ・アグリコーラ・レ・マッキオーレ レ・マッキオーレ　ボルゲリ・ロッソ 赤 メルロー他 ¥2,808

31 オーストラリア スターゲイザー トゥペロ　タスマニア 白 ピノ・グリ/リースリング他 ¥4,320

32 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 グルナッシュ他 ¥2,700

33 オーストラリア チャルマーズ・ワインズ モンテヴェッキオ　ビアンコ 白 ヴェルメンティーノ他 ¥2,484

34 ギリシャ ドメーヌ・シガラス サントリーニ　アシルティコーアシリ 白 アシルティコ他 ¥2,808

35 ギリシャ ドメーヌ・シガラス サントリーニ　ヴィンサント 白 アシルティコ他 ¥5,724

36 ジョージア シャラウリ・ワイン・セラーズ サペラヴィ 赤 サペラヴィ ¥3,564

37 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―他 ¥2,376

38 フランス カーヴ・ド・タン クローズ・エルミタージュ　グラン・クラシック　白 白 マルサンヌ ¥2,484

39 フランス シャトー元詰 シャトー・ピエライユ　赤 赤 メルロー他 ¥2,160

40 フランス シャトー元詰 ブルゴーニュ　シャルドネ 白 シャルドネ ¥3,024

41 フランス ポール・ジャングランジェ アルザス　リースリング　ドレイ・エクサ 白 リースリング ¥2,268

42 フランス シャトー・カナデル バンドール　ロゼ ロゼ ムールヴェードル他 ¥3,240

43 フランス ラ・シャブリジェンヌ シャブリ　プルミエ・クリュ　ヴァイヨン 白 シャルドネ ¥3,672

44 南アフリカ ノーデ・ワインズ ノーデ　オールド・ヴァイン　セミヨン 白 セミヨン ¥3,888

45 南アフリカ アンウィルカ・ヴィンヤード ウガバ 赤 シラー他 ¥2,268

46 南アフリカ スターク・コンデ・ワインズ スターク・コンデ　ザ・フィールド・ブレンド 白 シュナンブラン他 ¥2,268

47 ルーマニア ヴィル・ブドゥレアスカ プレミアム　フュメ 白 シャルドネ他 ¥1,512

48 ルーマニア ヴィル・ブドゥレアスカ ヴァイン・イン・フレイム　ピノ・ノワール 赤 ピノ・ノワール ¥1,296

49 アメリカ クーパー・マウンテン・ヴィンヤーズ ピノ・ノワール　ウィラメット・ヴァレー 赤 ピノ・ノワール ¥3,240

50 アメリカ アイアンストーン・ヴィンヤーズ アイアンストン　オブ　セッション　シンフォニー 白 シンフォニー ¥999

51 イタリア アジィエンダ・アグリコーラ・コンティ・ゼッカ ドンナ・マルツィア　アリアニコ 赤 アリアニコ他 ¥999

52 オーストラリア バートン・ヴィンヤーズ メタル　ソーヴィニヨン・ブラン 白 ソーヴィニヨン・ブラン ¥999

53 フランス ラシュト― ロゼ・ダンジュ ロゼ グロロー他 ¥999

54 フランス ドメーヌ・ポール・マス アロガント・フロッグ　シャルドネ 白 シャルドネ ¥999

55 フランス ドメーヌ・ポール・マス アロガント・フロッグ　カベルネ・ソーヴィニョン 赤 カベルネ・ソーヴィニョン ¥999

●銘醸地ワイン特集

●999円特集

●新宿店開店55周年記念　5,555円ワイン特集

●フォトジェニックワイン特集

●BBQにおすすめのワイン特集

●オレンジワイン特集

●世界のソーヴィニヨン・ブラン特集

●ビオワイン特集


