
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

【発注書】  

貴店名   ご住所     

お電話   ＦＡＸ     

品番 商品名 本体価格（税別） 発注数 

I-849 
2019 チェラズオーロ ダブルッツォ スペリオーレ 

【6 月中旬入荷予定】 
\1,500   

 
 

チェラズオーロ ダブルッツォ スペリオーレ 2019 
Cerasuolo d'Abruzzo Superiore 
 

畑の標高は 240ｍ、小高い丘の斜面にあります。土壌は石の多い石灰岩質土壌です。植

密度は 3,700 本～4,000 本/ha。収穫は 9 月の末に、手摘みで選別しながら行います。

収穫した葡萄を除梗、破砕した後、やわらかく圧搾します。8 度で 24 時間置き、澱下げ

をします。アルコール発酵は 16 度から 18 度に温度コントロールしたステンレスタンク

で行います。翌年の 1 月末までステンレスタンクで熟成させた後、2 月にボトリングし

ます。輝きのある濃いチェリーレッド。チェリーやバラの花を思わせるフルーティでフ

ローラルな強いアロマがあります。口に含むと非常にフレッシュで、とてもバランスの

とれた味わいです。心地よいフレイバーがいつまでも続きます。 
 

  国／地域等：イタリア／アブルッツォ   

生産者：バローネ コルナッキア   等級：D.O.C. 

葡萄品種：モンテプルチャーノ 

オーガニック認証：ICEA、ユーロリーフ 

品番：I-849／JAN：4935919058490／容量：750ml ¥1,650(本体価格¥1,500) 

 

ロゼ・辛口 

  

6 月中旬 
入荷予定 
年に一度の入荷 
ご予約承ります 

ROSÉ 
 
CERASUOLO D’ABRUZZO SUPERIORE 

チェラズオーロ ダブルッツォ スペリオーレ 

しっかりとした濃い色、自分たちのスタイルを貫く、チェラズオーロ 

限 定 

960 本  



  

 

 

 
 
 
 
 

パルデバジェス ロサド 2019 
Pardevalles Rosado 
 

ラベルの花はユリです。プリエト ピクードのアロマにはユリの花の香りの要

素を持っています。畑は自家畑（コンセヒル、エル ガモナル）で、標高 820m。

丸石の多くみられる沖積土壌で、垣根仕立てのダブル ギヨーです。樹齢は 10

～20 年です。気候は大陸性です。収穫は 10 月初旬に、機械で夜間行います。

12 時間スキンコンタクトを行い、その後タンクに移し圧搾、48 時間静置し

て、澱下げします。13 度に温度管理しながら、ステンレスタンクで発酵しま

す。清澄とろ過をして、瓶詰めします。苺のようなしっかりとした濃いバラ色

で、透明感と輝きがあります。苺を思わせるフレッシュで豊かなアロマ、かす

かに柑橘類のニュアンスがあります。味わいはフレッシュでコクがあります。 
 

 国／地域等：スペイン／ティエラ デ レオン 

生産者：パルデバジェス  葡萄品種：プリエト ピクード  

熟成：ステンレスタンク 

品番：S-170／JAN：4935919071703／容量：750ml 

¥1,760(本体価格¥1,600) 

 

 

 

ファンティーニ チェラズオーロ ダブルッツオ 2019 
Fantini Cerasuolo d'Abruzzo 
 

モンテプルチャーノ ダブルッツオ チェラズオーロは、キエティ、ラクイラ、ペスカーラ、

テーラモで造られたワインに認められる D.O.C.です。「チェラズオーロ」は、イタリア語でサ

クランボ色を意味シラーチウムの方言の「チェラーザ」に由来します。力強く、リッチなロゼ

です。10 月初めに収穫し、除梗、破砕します。約 6 時間の短い果皮との醸しをします。果皮

を除き、12 度で 15 日間発酵します。濃いラズベリー色。小さな赤い果実を思わせる、強くて

持続性があり、繊細でフルーティな香りです。ミディアムボディで、バランスがとれ、ソフト

でまろやかな、長い余韻があります。 

 

  国／地域等： イタリア／アブルッツォ 

生産者：ファルネーゼ  等級：D.O.C. 

葡萄品種：モンテプルチャーノ  

品番：I-492／JAN：4935919054928／容量：750ml 

¥1,430(本体価格¥1,300) 

 

 
 

オノロ ベラ ロサド 2018 
Honoro Vera Rosado 
 

テンプラニーリョとシラー50％ずつのブレンドによるロゼワイン。果汁はプレスによるもの

とセニエの、両方を使用しています。収穫後ワイナリーに葡萄が到着してから、一切酸素に触

れずに醸造出来る最新の設備を導入しています。タンクなどは窒素で満たされています。アル

コール発酵は、最大限のアロマを得るために 18～20 度の低温に管理し、ステンレスタンクで

行います。きりりとした心地よい酸のあるさわやかな味わい。誰にでも非常に親しみやすく、

飲みやすいワインです。赤い果実やチェリーのフレイバー、さらにイチゴやスイカを思わせる

フレイバーも感じられます。余韻は非常になめらかです。 

 

  国／地域等：スペイン／フミーリャ 

生産者：ヒル ファミリー エステーツ  

葡萄品種：テンプラニーリョ 50％、シラー50%  

品番：S-226／JAN：4935919072267／容量：750ml 

¥1,650(本体価格¥1,500) 

 

ロゼ・辛口 

ロゼ・辛口 

ロゼ・辛口 

限 定 

800 本  

最新ヴィンテージが入荷！土着品種プリエト ピク―ド 

しっかりとした色と味わいを持つ、本格派ロゼ 

フレッシュでチャーミングな果実味が楽しめるロゼ 

印象的なラベルが目を引く、爽やかで親しみやすいロゼ 



  

 

 

 

 

コスティエール ド ニーム ロゼ キュヴェ トラディション 2018 
Costières de Nîmes Rosé Cuvée Tradition 
よりエレガントにするために、セニエ法で造っています。セニエは、抽出が早いシラーは 1 時

間、グルナッシュ 24 時間、サンソー48 時間行います。そこからブレンドしますが、全てを必

ず使うわけではありません。ステンレスタンクを使い 18 度で発酵させます。マロラクティッ

ク発酵はさせません。グルナッシュがまろやかさを、シラーが色の鮮やかさを、そしてサンソー

が果実と新鮮さを与え、全体で素晴らしいバランスを造り出しています。薄いバラの花びらの

色、赤いフルーツ、イチゴや黒スグリの風味があります。フレッシュで、程よい酸も感じられ

ます。 
 
 

 国／地域等：フランス／コート デュ ローヌ 

生産者：マス デ ブレサド  

葡萄品種：グルナッシュ 50％、シラー30％、サンソー20％ 

品番：FA-827／JAN：4935919098274／容量：750ml 

¥1,870(本体価格¥1,700) 

 
 
 
 

 

タヴェル ロゼ ル クラシック 2018 

Tavel Rosé Le Classique 
葡萄畑は、タヴェルの特徴的な土壌のタイプであるガレ ルレ（丸い小石）、白いスレート、砂か

ら成っています。穏やかな冬と非常に暑い夏の地中海性気候で、この地域の特徴であるミスト

ラルが吹きます。収穫は 8 月中旬に開始します。6～12 時間、場合によって 24 時間浸漬して、

色が付いたらプレスします。フリーランジュースとプレスジュースをブレンドします。アルコー

ル発酵は 15～20 度に温度管理して、天然酵母で行います。翌年 2 月に瓶詰します。それぞれ

の品種が、典型的な味わいをワインにもたらします。グルナッシュはふくよかな果実味を、サン

ソーはフィネスと余韻の長さ、シラーとムールヴェードルは美しい色と赤い果実の風味、そし

て長い寿命をワインに与えてくれます。 
 

 国／地域等：フランス／コート デュ ローヌ 

生産者：ドメーヌ ラ ロカリエール 

葡萄品種：グルナッシュ、サンソー、シラー、ムールヴェードル 

オーガニック認証：AB・ユーロリーフ 

品番：FC-266／JAN：4935919312660／容量：750ml 

¥2,750(本体価格¥2,500) 

 
 

 

 

タヴェル ロゼ ラ ダム ルス 2018 

Tavel Rosé La Dame Rousse 
ムールヴェードルはヴァロングの畑だけに、他の品種はヴァロングとヴェスティードの両方の

畑に植えています。ヴァロングは、一億年前は浅瀬の海で、サンゴが多く生息したエリアです。

シャトーヌフ デュ パプのような大きくて丸い石と同じ特徴を持つ土壌です。石灰岩、水晶

を含んでいます。収穫量は 40hl/ha です。100％除梗して、低温で 36～48 時間醸しをします。

醸しをすることで、複雑さが生まれます。ニューマティックプレスで圧搾。プレスジュースも使

い、より骨格のある味わいにしています。18 度で、ステンレスタンクで発酵させます。マロラ

クティックはさせません。誰もが認める最高のタヴェル ロゼです。 

「アシェット ガイド 2020」★★★／COUP DE COEUR 
 

 国／地域等：フランス／コート デュ ローヌ 

生産者：ドメーヌ ド ラ モルドレ 

葡萄品種：グルナッシュ 60%、シラー15%、サンソー10%、他 

オーガニック認証：AB・ユーロリーフ 

品番：FA-288／JAN：4935919092883／容量：750ml 

¥3,850(本体価格¥3,500)  

ロゼ・辛口 

ロゼ・辛口 

ロゼ・辛口 

タヴェルのトップ生産者、誰もが認める“最高のタヴェル ロゼ” 

オーガニック葡萄で造る、ピュアな果実味を楽しめるロゼ 

きれいな色合いと豊かな果実味、ロゼの本場南仏を感じさせてくれます 

限 定 

400 本  


