
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ファンティーニ スプマンテ グラン キュヴェ 

＜ギフトボックス入り＞ 
 

【白・スパークリング・辛口】 

国／地域等：イタリア／アブルッツォ 

葡萄品種：ココッチオーラ 

品番：I-698 容量：750ml 

JAN：4935919056984 

¥2,640(本体価格¥2,400) 

ファンティーニ スプマンテ グラン キュヴェ ロゼ 
＜ギフトボックス入り＞ 
 

【ロゼ・スパークリング・辛口】 

国／地域等：イタリア／バジリカータ 

葡萄品種：アリアーニコ 

品番：I-699 容量：750ml 

JAN：4935919056991 

¥2,640(本体価格¥2,400) 
 

アブルッツォ州の土着品種ココッチオーラ

を 100％使用したスプマンテです。かすかに

ライムのような柑橘類や花のアロマが広が

ります。きめ細かな持続性のある泡立ち、ミ

ネラルの要素が感じられ、風味豊かです。爽

やかでとてもクリーンで上品な味わいです。 
 

【白・スパークリング・辛口】 

国／地域等：イタリア／アブルッツォ 

葡萄品種：ココッチオーラ 

品番：I-655 容量：750ml 

JAN：8019873024367 

¥2,530(本体価格¥2,300) 

ファンティーニ スプマンテ 
グラン キュヴェ ビアンコ 
Fantini Spumante Gran Cuvée 
 

葡萄はバジリカータ州のアチェレンツァ
産のアリアーニコを使用します。熟した

チェリーや、ワイルドベリーや木イチゴ
の香りが感じられます。すばらしくフ
レッシュでアロマティック、とてもバラ

ンスがとれています。きめの細かい、持
続性のある泡がいつまでも続きます。 
 

【ロゼ・スパークリング・辛口】 

国／地域等：イタリア／バジリカータ 

葡萄品種：アリアーニコ 

品番：I-656 容量：750ml 
JAN：8019873024466 

¥2,530(本体価格¥2,300) 

ファンティーニ スプマンテ 
グラン キュヴェ ロゼ 
Fantini Spumante Gran Cuvée Rosé 

 

上記 5 アイテムはバラ混載が出来ないため、ケース単位（6 本入）でのご発注をお願い致します。 

グラン キュヴェ ビアンコ 

マグナムボトルも 

ご用意しております 

＜化粧箱入り＞＜ケース 6 本入＞ 

品番：I-879 容量：1,500ml 

JAN：4935919058797 

¥5,280(本体価格¥4,800) 

 ファルネーゼ

かなり冷やした状態でもアロマが広がるように 

ファルネーゼの知恵を集結したスプマンテ 

750ml の化粧箱入りもご用意出来ます 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ヴェレノージ

瓶内二次発酵、60 ヶ月熟成 

こだわりのスプマンテ 

グラン キュヴェ 

ヴェレノージ 2013 
Gran Cuvée Velenosi 
 

とてもきめ細かな小さな泡が途切れ

ることなく立ちのぼります。香りはと

てもフルーティで、黄色い果実、アプ

リコット、そしてパンやクッキー、ハ

チミツのアロマがあります。口に含む

と、香りで感じたものと同じハチミツ

やパン、クッキーの風味が感じられ、

非常にフレッシュです。ミネラルの塩

味、充分な酸が感じられます。ボトル

には、デゴルジュマンした年が表示さ

れおり、現在のワインの状態を知る手

掛かりとなります。 
 

【白・スパークリング・辛口】  

国／地域等：イタリア／マルケ 

生産者：ヴェレノージ 

葡萄品種：シャルドネ 70％ 

 ピノ ノワール 30％ 
 

品番：I-256 容量：750ml  

JAN：4935919052566 

¥3,630(本体価格¥3,300) 

 

ヴェレノージが、10 年間わが子の成長を見

守るように手がけたこのスパークリングワ
インは、シャンパーニュに負けない非常に素
晴らしい品質に仕上がりました。瓶内二次発

酵を行い、澱と共に 10 年間瓶内で熟成させ
ました。エレガントで持続性に優れた、きめ
細やかな泡があります。エレガントで厚みが

あり、複雑な香りが広がります。ボリューム
感があり、シルクのような上質な泡を感じる
ことが出来ます。 
 

【白・スパークリング・辛口】 

国／地域等：イタリア／マルケ 

葡萄品種：シャルドネ70％、ピノ ノワール30％ 

品番：I-757 容量：750ml 

JAN：4935919057578 

¥7,150(本体価格¥6,500) 

グラン キュヴェ ゴールド 2009 
Gran Cuvée Velenosi 

マルケでは見かけることが出来ない“１０年熟成”  

栽培から醸造までこだわりを貫いた、特別な泡 

スプマンテ ブリュット ヴェルディッキオ 
Spumante Brut Verdicchio 
シャルマ式によるスプマンテです。熟成期間は 6 ヶ

月です。輝きのある麦わら色、きめ細かく持続性の
ある泡が立ち上ります。熟した白い果実のアロマが
あります。きりっとした心地よい酸が感じられま

す。香ばしいヘーゼルナッツを思わせる心地よい余
韻が続きます。 
 

【白・スパークリング・辛口】  

国／地域等：イタリア／マルケ 

生産者：ヴィニェディレオ 

葡萄品種：ヴェルディッキオ 
 
品番：I-798 容量：750ml  
JAN：4935919057981 

¥2,530(本体価格¥2,300) 

 

フルヴィオ ベオ スプマンテ 
Fulvio Beo Spumante 
祖父の名前を付けた、メトド クラッシコによる
スプマンテです。自家葡萄園のガルガネガ 100％で
造られています。24 ヶ月澱とともに熟成させてい

ます。ほのかに緑がかったクリアな黄金色で、かな
り濃い色合いです。香りは白桃や洋ナシ、甘く爽や
かでフレッシュな香りが続きます。 
 

【白・スパークリング・辛口】 

国／地域等：イタリア／ヴェネト 

生産者：カ ルガーテ 

葡萄品種：ガルガネガ 
 
品番：I-574 容量：750ml 
JAN：4935919055741 

¥3,960(本体価格¥3,600) 

ヴェルディッキオで造るスプマンテ 
シャルマながら、きめ細かな泡立ち 

ソアーヴェのトップ生産者だからこそ出来る 
ガルガネガを使った瓶内二次発酵の本格スプマンテ 

  カ ルガーテ   ヴィニェディレオ



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ザルデット

ポルタ モンティカーノ ロゼ エクストラ ドライ  
Porta Monticano Rosè Extra Dry 
ヴェネト州、トレヴィーゾ近郊で栽培されている土

着品種ラボーソ ヴェロネーゼを使っています。と

てもエレガント、心地よい酸味がとても爽やかです。

ラボーソは酸がしっかりとある品種のため、残糖が

やや高めのエクストラ ドライに仕上げています。 
 

【ロゼ・スパークリング・辛口】 

国／地域等：イタリア／ヴェネト 

葡萄品種：ラボーソ ヴェロネーゼ 

品番：I-851 容量：750ml  

JAN：4935919058513 

¥1,980(本体価格¥1,800) 

 

プライヴェート キュヴェ ブリュット 
Private Cuvée Brut 
地元の栽培者から多くの種類の葡萄を提供しても

らい、そのモストをいろいろなバリエーションでブ

レンドしています。生き生きとした細かな泡立ち。

花のアロマが際立ち、フレッシュで洗練されていて

エレガントな味わいです。 
 

【白・スパークリング・辛口】 

国／地域等：イタリア／ヴェネト 

葡萄品種：グレラ、シャルドネ、モスカート、他 

品番：I-560 容量：750ml  

JAN：4935919055604 

¥1,650(本体価格¥1,500) 

 

プロセッコ ブリュット 
Prosecco Brut 
南向きの丘に広がる畑で、粘土と石灰岩土壌です。

洗練された泡立ち。白い花やアプリコット、ハー

ブの香り、きれいな酸、ソフトで調和のとれた、

生き生きとした味わいが感じられます。 
 

【白・スパークリング・辛口】  

国／地域等：イタリア／ヴェネト 

葡萄品種：グレラ 

品番：I-715 容量：750ml  

JAN：4935919057158 

¥2,200(本体価格¥2,000) 

 

プロセッコ エクストラ ドライ 
Prosecco Extra Dry 
ブリュット（I-715）との違いは残糖です。ブリュッ

トよりも若干残糖が多く、ボディの果実味がより丸

く感じられます。リンゴを思わせるフレッシュな香

り、パイナップルやバナナの要素も隠れています。 
 

【白・スパークリング・辛口】 

国／地域等：イタリア／ヴェネト 

葡萄品種：グレラ 

品番：I-504 容量：750ml  

JAN：4935919055048 

¥2,200(本体価格¥2,000) 

 

モリン プロセッコ スペリオーレ 
エクストラ ドライ 2018 
Molin Prosecco Superiore Extra Dry 
 

数あるプロセッコの中でも限定されたエリアの

中の優れた畑の葡萄で造られる、品質の優れた

DOCG プロセッコです。畑は、サント ステ

ファーノ ディ ヴァルドッビアーデネとサン 

ピエトロ ディ フェレットにあり、標高は

200m です。ミネラルのニュアンスのある洗練

された味わいが魅力。クリーミーな泡立ち、リン

ゴ、ライチを思わせるアロマ、まろやかで生き生

きとした果実味が広がります。 
 

【白・スパークリング・辛口】  

国／地域等：イタリア／ヴェネト 

葡萄品種：グレラ 

品番：I-711 容量：750ml  

JAN：4935919057110 

¥2,640(本体価格¥2,400) 

 

豊富な酸を持つラボーソ ヴェロネーゼと 
エクストラ ドライ仕立てが生み出す絶妙なバランス 

D.O.C.G. エリアの畑の葡萄から造る 
ワンランク上のプロセッコ 

 

グレラの繊細なアロマを失わないように、特別なフィルターを開発してまで追求した品質 

きれいでクリアな泡が体感できるプロセッコの造り手 

様々な料理と相性の良い 
辛口スタイルのプロセッコ 

グレラのアロマを最大限に活かすため 
エクストラ ドライに仕上げました 

プロセッコよりもさらに気軽にザルデットらしさが楽しめる 

辛口スパークリング 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クレマン ド サヴォワ  
Crémant de Savoie 
 

土着品種にこだわりジャケールの比率を多くして造ります。葡萄は手摘みで

収穫し、さらに人の手で厳しく選別し、注意深くゆっくりとプレスします。

ベースワインを発酵させた後、瓶内二次発酵を行います。最低 12 ヶ月以上

熟成させます。豊かな果実味があり、しっかりとした個性が感じられます。 
 

【白・スパークリング・辛口】 国／地域等：フランス／サヴォワ 

生産者：ジャン ペリエ  葡萄品種：ジャケール 85％、シャルドネ 15％ 

品番：FC-300／JAN：4935919313001／容量：750ml 

¥2,750(本体価格¥2,500) 

リゾーロ フリッツァンテ セッコ 
Rizolo Frizzante Secco 
 

ラベルには表記がありませんが、「コル フォンド col fondo」とい

う伝統的な製法で造ります。ステンレスタンクで発酵させ、澱引きせ

ずにボトリングします。そして、酵母も糖分も加えずに、ワインに残っ

ている酵母によって二次発酵を行います。澱抜きをせず、フィルター

をかけていませんので、いわゆるにごり酒のような状態です。酵母が

残っているため長くキープ出来、熟成させるとシャンパーニュのよう

な味わいになります。残留糖度も極めて少なく辛口で、心地よくさわ

やかな酸が感じられます。また、ボトルをしばらく立てて置いておく

と、澱が下がり、上澄み部分から徐々に味わいが変わる様を楽しむこ

とが出来ます。もちろん、濁った状態で楽しむのもおすすめです。 
 

【白・微発泡・辛口】 国／地域等：イタリア／ヴェネト ＜王冠＞ 

生産者：ザルデット 葡萄品種：グレラ、シャルドネ、モスカート 

品番：I-761／JAN：4935919057615／容量：750ml 

¥1,650(本体価格¥1,500) 

瓶内二次発酵で造るフリッツァンテ、地元で愛される、にごりスパークリング 
1本のボトルで、上澄み部分から徐々に味わいが変わる様を楽しむことも出来ます 

サヴォワの土着品種にこだわり、 
規定よりジャケールの比率を多くして造ります 

アスティ セッコ 
Asti Secco 
 

イタリアのスプマンテの規定でセッコの残糖は 17～32g/L ですが、サロット

は辛口寄りの 17g/L に仕上げ、ほんのりとした甘さを感じさせます。輝きの

ある麦わら色、きめ細かな泡立ち、ジャスミンやオレンジの花の繊細なアロ

マに加え、桃やアンズも感じられます。口当たりは繊細でエレガント、たい

へん心地よい飲み口です。 
 

【白・スパークリング・やや辛口】 国／地域等：イタリア／ピエモンテ 

生産者：ロベルト サロット  葡萄品種：モスカート 

品番：I-884／JAN：4935919058841／容量：750ml 

¥1,980(本体価格¥1,800) 

試行錯誤を重ね、ようやく完成させたサロット自信作 
やや辛口タイプのアスティ 

   ジャン ペリエ エ フィス

  ロベルト サロット



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ドメーヌ ロジェ

ブランケット ド リムー 
メゾン ロジェ ブリュット 2018 
Blanquette de Limoux Maison Rosier Brut 
 

ブランケットは、残糖 10 g/L を目安に造ってい

ます。収穫量した葡萄を全房圧搾の後、一晩冷や

して澱を沈めます。18 度に温度管理して、15 日

間発酵させます。試飲して、異なる品種をブレン

ドします。酵母と糖分を添加します。14～16 度

の熟成庫で 9 ヶ月寝かせます。明るい金色。心

地良い白い花、トーストの香り。リンゴ、白桃、

洋梨を思わせる生き生きとしたフレイバーと一

緒に、トーストの香りがはっきりと感じられま

す。スムーズでみずみずしい余韻があります。鮮

やかなオレンジ色のラベルが目を引きます。 

リムーの伝統品種モーザック主体 

瓶内二次発酵の本格スバークリング 

【白・スパークリング・辛口】 

国／地域等：フランス／ラングドック 

葡萄品種：モーザック 90％、シャルドネ 10％ 

品番：FA-769／JAN：4935919097697／容量：750ml          ¥2,090(本体価格¥1,900) 

クレマン ド リムー キュヴェ マ メゾン ブリュット 2018 
Crement de Limoux Cuvée Ma Maison Brut 
 
キュヴェ名は､ロサンゼルスの有名なレストラン「マ 

メゾン」に由来しており、そこではロジェのワイン

が使用されていました。ロジェの妻が好きな銘柄で

す。家族でワイン造りを行なうロジェ家にピッタリ

な名前と言えます。 
 

【白・スパークリング・辛口】  

葡萄品種：シャルドネ 60%、シェナン ブラン 30%、

ピノ ノワール 10% 

品番：FB-605 容量：750ml  

JAN：4935919216050 

¥2,530(本体価格¥2,300) 

 

クレマン ド リムー テール ド ヴィルロング ブリュット 2018 
Crement de Limoux Terre de Villelongue Brut 
 
エレガントでフレッシュな柑橘系の香り。リンゴ、レ

モンの皮やトロピカルフルーツのフレイバーを持って

います。親しみやすい風味の中にも、きりりとした味

わいがあり、シャンパーニュにも見劣りのしない非常

に上質なヴァン ムスーです。  
 

【白・スパークリング・辛口】  

葡萄品種：シャルドネ 80%、シェナン ブラン 10%、

ピノ ノワール 10% 

品番：F-472 容量：750ml  

JAN：4935919044721 

¥2,200(本体価格¥2,000) 

 

ブランケット ド リムー キュヴェ プレスティージュ ブリュット 2018 
Blanquette de Limoux Cuvée Prestige Brut 
 
オーナーのミシェル ロジェの息子ニコラが手掛けるキュヴェ。ロジェ家の伝統を引き継ぎながらも、自分らしさもある

新しいワインを造ろうという思いが込められています。12 ヶ月澱と共に熟成、より複雑な味わいです。花や柑橘類の香

り、新鮮で細かな口当たり、バランスの良いワインです。 
 

【白・スパークリング・辛口】 国／地域等：フランス／ラングドック 

葡萄品種：モーザック、シャルドネ 

品番：FC-315／JAN：4935919313155／容量：750ml              ¥2,200(本体価格¥2,000) 

 

シャンパーニュ出身の生産者が南フランスで造る、 

高品質でお手頃価格のヴァン ムスー 

メゾン ロジェ ブリュット（FA-769）より 3 ヶ月長く熟成させることで、さらに深みが増しています 

ファーストプレスの果汁だけを使った 
格上のクレマン ド リムー 

シャルドネ主体、シャンパーニュにも見劣りしない 
上質なヴァン ムスー 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 パトリック スティラン

クレマン ド ブルゴーニュ ブラン ブリュット 
Crement de Bourgogne Blanc Brut 
 
コート ド ボーヌとコート シャロネーズの葡萄を使っています。輝かしい淡い金色で、大変よい泡があり、長く残
ります。強烈な花々のノーズで、新鮮なフルーツ味と、レモンのノートがあります。くっきりとした酸があり、柑橘系
のさわやかな風味が広がります。 
 

【白・スパークリング・辛口】 国／地域等：フランス／ブルゴーニュ 

葡萄品種：ピノ ノワール 40%、シャルドネ 40%、アリゴテ 20%   

品番：FB-443／JAN：4935919214438／容量：750ml                      ¥3,080(本体価格¥2,800) 

品番：FB-444／JAN：4935919214445／容量：375ml                      ¥2,200(本体価格¥2,000) 

 

  ヴィトー アルベルティ

シャンパーニュ ブラン ド ノワール 
グラン クリュ 
Champagne Blanc de Noirs Grand Cru 
 
グラン クリュ格付けのアンボネ村のピノ ノ

ワールを 100％使用しています。果汁はキュヴェ

（初搾り）100％です。発酵とマロラクティック発酵

は、タンクで行なっています。冷却過程を経て、ろ

過と清澄をします。24～36 ヶ月熟成させています。

アンボネ村のピノ ノワールの特徴的な芳醇さや

力強さが表現されており、パトリック スティラン

の個性がしっかりと感じられます。 
 

【白・スパークリング・辛口】  

国／地域等：フランス／シャンパーニュ  

生産者：パトリック スティラン   

葡萄品種：ピノ ノワール 
 
品番：FB-833 容量：750ml 

JAN：4935919218337 

¥7,480(本体価格¥6,800) 

 

シャンパーニュ ブラン ド ブラン プルミエ クリュ 
Champagne Blanc de Blanc Première Cru 
モンターニュ ド ランスはピノ ノワールの生産が盛んですが、プルミエ クリュ格付けのトレパイユ村はシャルド

ネの名産地として知られています。シャルドネを 100％使用したブラン ド ブランです。アルコール発酵とマロラク

ティック発酵は、タンクで行なっています。冷却過程を経て、ろ過と清澄をします。24～36 ヶ月熟成しています。フ

レッシュで爽やかな酸味があり、アンボネ村とは異なる個性を感じることが出来ます 
 

【白・スパークリング・辛口】 国／地域等：フランス／シャンパーニュ  

生産者：パトリック スティラン  葡萄品種：シャルドネ 

品番：FB-832／JAN：4935919218320／容量：750ml           ¥7,150(本体価格¥6,500) 

 

芳醇で力強い風味があり、 

アンボネ村のテロワールが表現されています 
 

クレマン ド ブルゴーニュの AOC昇格にも貢献 

3代続く、クレマン ド ブルゴーニュの専門の生産者 

「アシェット ガイド」で毎年登場 

品質の高さで知られる、自家葡萄元詰めの小さな生産者 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

樹齢の高い葡萄を使い、優れたヴィンテージのみ

造ります。畑の区画は細かく分かれており、それ

ぞれに個性が異なります。栽培農家は、それぞれ

の区画の特徴を熟知しており、葡萄は最良の状態

で収穫します。セラーに運んだ葡萄はさらに選果

テーブルで選別します。ベースワインをボトリン

グした後、38 ヶ月、熟成庫でゆっくりと寝かせま

す。非常にきめ細かな泡、熟したアプリコットや

桃の果実のアロマがあり、フレッシュ。柑橘系の

果実のフレイバーと共に、ナッツやトーストした

パンを思わせる香ばしさが感じられます。 
 

【白・スパークリング・辛口】 

葡萄品種：チャレッロ、マカベオ、パレリャーダ、他 

品番：S-234 容量：750ml  

JAN：4935919072342 

¥3,630(本体価格¥3,300) 

 

長い熟成を経ていながら 

しっかりとフレッシュさを保っています 

カバ セレクション エスペシャル 
ブルット 2018 
Cava Selección Especial Brut 
 

15 ヶ月熟成させます。輝きのある淡い黄色、新鮮

ではつらつとしたアロマがあります。いきいきと

した泡立ちがあり、適度な果実味が感じられるバ

ランスの良い味わいです。 
 

【白・スパークリング・辛口】  

葡萄品種：マカベオ、チャレッロ、パレリャーダ 

品番：S-094 容量：750ml  

JAN：4935919070942 

¥1,650(本体価格¥1,500) 

 

カバ セレクション エスペシャル 
ブルット ロゼ 2017 
Cava Selección Especial Brut Rosé 
 

モナストレルを 70％使って造ります。15 ヶ月熟

成させます。鮮やかな赤色、苺やチェリーを思わ

せる香りがあります。キレのあるボディで、余韻

にはほんのりと甘い果実の風味が広がります。 

【ロゼ・スパークリング・辛口】  

葡萄品種：モナストレル、ピノ ノワール 

品番：S-095 容量：750ml  

JAN：4935919070959 

¥1,650(本体価格¥1,500) 

 

カバ レセルバ デ ラ ファミリア 
ブルット ナトゥレ 2015 
Cava Reserva de la Familia Brut Nature 
 
糖分の添加を一切せず、辛口スタイルに造った

ブルット ナトゥレです。29 ヶ月以上熟成させ

ています。フルーティなアロマ、きめの細かい

泡立ちが長く続き、豊な風味が感じられます。 
 

【白・スパークリング・辛口】  

葡萄品種：マカベオ、チャレッロ、パレリャーダ、他 

品番：S-101 容量：750ml  

JAN：4935919071017 

¥2,090(本体価格¥1,900) 

 

カバ レセルバ デ ラ ファミリア 
ブルット ロゼ 2016 
Cava Reserva de la Familia Brut Rosé 
 
ピノ ノワールを 70％使って、特に良いヴィ
ンテージにのみ造られます。29 ヶ月以上熟成
させています。果実のいきいきとした風味が感

じられます。クリーミーな舌触りがあり、繊細
な余韻が長く続きます。 
 

【ロゼ・スパークリング・辛口】  

葡萄品種：ピノ ノワール、モナストレル 

品番：S-093 容量：750ml  

JAN：4935919070935 

¥2,090(本体価格¥1,900) 

 

 マス デ モニストロル

契約農家の最も質の良い葡萄で造る、ブランドが「ＭＭ」のカバです 

 

良質なモナストレルを確保できる生産者だからこそ 
造れるカバのロゼです 

 

厳選したピノ ノワール主体で造る 
ヴィンテージ入りカバ 

熟成による複雑な風味と 

ブルット ナトゥレの引き締まった酸が楽しめる 
手頃な価格で楽しめる 

ヴィンテージ入りカバ 

カバ グラン レセルバ ブルット ナトゥレ 2012 
Cava Gran Reserva Brut Nature 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カバの特級区画に認定された 

「テロハ」からのトップ キュヴェ 

カバ レセルバ ファミリア 

サバテ イ コカ ブルット ナトゥレ 2011 
Castellroig Reserva Brut Nature 
 

2016 年から新たに誕生したカバの最上級カテゴ

リー、パラヘ カリフィカードとして、畑名の「テ

ロハ（Terroja）」が表示されています。最低でも

50 ヶ月以上瓶内二次発酵を行います。きめ細か

い繊細な泡立ち。熟した果実やトースト香の後ろ

からフェンネルやタイムを思わせるハーブの要

素が混ざる複雑なアロマがあります。バックラベ

ルにデゴルジュマンした時期を表記しています。 
 

★ワインアドヴォケイト 244 94 点 
 

【白・スパークリング・辛口】 

葡萄品種：チャレッロ 

品番：S-248 容量：750ml  

JAN：4935919072489 

¥8,800(本体価格¥8,000) 

 

 カステルロッチ

カステルロッチ レセルバ ブルット 2017  
Castellroig Reserva Brut 
 

18 ヶ月熟成させます。親しみやすいブルットに仕

上げています。青リンゴや柑橘系の香り高いアロ

マ、口当たりはフレッシュでクリーン、バランスが

良く、長い余韻があります。 
 

【白・スパークリング・辛口】  

葡萄品種：マカベオ、チャレッロ、パレリャーダ、他 

品番：S-258 容量：750ml  

JAN：4935919072588 

¥2,640(本体価格¥2,400) 

 

カバ グラン レセルバ ブルット ナトゥレ 2013  
Cava Gran Reserva Brut Nature  
30 ヶ月以上熟成させたグラン レセルバ。チャ

レッロの比率を増やし、ボディのしっかりとした

味わいに仕上げています。長い熟成によるきめ細

かな泡立ちと上質なアロマがります。フレッシュ

で極めて辛口、バランスが良い 1 本です。 
 

【白・スパークリング・辛口】  

葡萄品種：チャレッロ、マカベオ 

品番：S-244 容量：750ml  

JAN：4935919072441 

¥3,520(本体価格¥3,200) 

 

カバ ジョセップ コカ グラン レセルバ 
ブルット ナトゥレ 2012 
Cava Josep Coca Gran Reserva Brut Nature 

「テロワール シリーズ」のひとつ。66 区画の中でも

特に際立った個性を持つ数種類のテロワールを組み

褪せて造ります。48 ヶ月熟成による、きめ細かで持

続性のある泡立ち、しっかりとした骨格があります。 
 

【白・スパークリング・辛口】  

葡萄品種：チャレッロ、マカベオ 

品番：S-245 容量：750ml  

JAN：4935919072458 

¥4,400(本体価格¥4,000) 

 

カステルロッチ レセルバ ブルット ナトゥレ 2017  
Castellroig Reserva Brut Nature 
 
フレッシュさが際立つ、心地よい辛口をイメージして

造りました。18 ヶ月以上熟成させます。ドサージュ

はしていません。辛口で爽やか、キレのある酸と繊細

な泡立ちが素晴らしいです。 
 

【白・スパークリング・辛口】  

葡萄品種：マカベオ、チャレッロ、パレリャーダ、他 

品番：S-259 容量：750ml  

JAN：4935919072595 

¥2,750(本体価格¥2,500) 

 

自家畑の葡萄１００％で造る、こだわりの泡 

唯一ブルットとしてリリースする 
親しみやすいキュヴェ 

若々しいフレッシュな果実味と 
キレのある酸はブルット ナトゥレならでは 

複数の区画を吟味してブレンドした 
ワインランク上のカバ 

長期間の熟成を経てリリースされる 
上級キュヴェ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゴデーリョ 100％、瓶内二次発酵で造る、オリジナリティ溢れるスパークリング 

ゴデリア キュヴェ ブリュット レセルバ 
Godelia Cuvée Brut Reserva 
 

ゴデーリョの樹齢は 12 年から 40 年です。植密度は 3000 本/ha、自

家畑の葡萄を使用しています。淡い麦わら色。白い花や柑橘類のやわら

かなノート。ナッツやパンのような香ばしい要素も感じられます。エレ

ガントで、繊細な泡立ちがあります。豊かな果実味があり爽やかな個性

を持っています。バランスのとれた酸、長い余韻があります。 
 

【白・スパークリング・辛口】 国／地域等：スペイン／ビエルソ   

生産者：ボデガス イ ビニェドス ゴデリア 

葡萄品種：ゴデーリョ   

品番：S-239 容量：750ml 

JAN：4935919072397 

¥3,300(本体価格¥3,000) 
 

 

 

DLG が選ぶ最優秀ゼクト生産者が造る、本格ゼクト 

ザンクト ラウレンティウス リースリング ブリュット 2016 
St.Laurentius Riesling Brut 
 

14 ヶ月熟成させています。リースリングの甘味があり、かすかにミネ

ラルの雰囲気が感じられます。フルーティな味わいで、細やかな泡立ち

です。口当たりの良いゼクトです。リースリングの特徴を活かしながら、

シャンパーニュと同格の品質が感じられます。 
 

【白・スパークリング・やや辛口】 国／地域等：ドイツ／モーゼル   

生産者：ザンクト ラウレンティウス   葡萄品種：リースリング 

残留糖度：12．9ｇ/L  酸度：7．4ｇ/L 

品番：KA-207  容量：750ml 

JAN：4935919192071  

¥3,960(本体価格¥3,600) 
 

 

 

日本人醸造家がファルツで挑戦するゼクト 

リースリング ゼクト ブルット 2016 
Riesling Zekt Brut 
 

瓶内二次発酵のゼクトです。手摘みで収穫します。発酵はステンレス

タンクで 18-21 度にコントロールしながら行います。そのままステン

レスタンクで 6 ヶ月熟成させます。その後、瓶詰めして 15 ヶ月瓶内

二次発酵させます。フレッシュでフルーティなゼクトです。 
 

【白・スパークリング・辛口】 国／地域等：ドイツ／ファルツ   

生産者：ベルンハルト コッホ   葡萄品種：リースリング 

残留糖度：10．7ｇ/L  酸度：8．1ｇ/L 

品番：KA-616 容量：750ml 

JAN：4935919196161 

¥2,860(本体価格¥2,600) 
 

 

 

  ザンクト ラウレンティウス

 ボデガス イ ビニェドス ゴデリア

  ベルンハルト コッホ


