
2015年10月25日（日）・26日（月） ザ・マグリット5階クラブ・モーガン〈13:00→18:00〉 

第１１回 おかじまやワインフェスティバル 

ワイン   ご注文商品リスト 試飲 

販売 

このリストに注文数をご記入のうえ、ご精算くださいませ。 
◎このリストの商品は10月25日（日）・26日（月）のみの特別価格となっております。 

◎会期終了後は参考小売価格での販売となりますので、ご了承ください。 

◎ヴィンテージが変更となる場合がございます。 

◎表示価格はすべて税抜となります。 

◎お持ち帰りのワインがある場合は、ご精算後持ち帰りカウンターにて商品をお受け取りください。 

〈商品の受取方法〉 

①岡島屋各店店頭での受取 
（ご都合の良い店舗をご指定ください） 

②宅急便でのお届け 
 送料一律500円 

 12,000円以上お買い上げで無料 

③ルート便での配達 
（岡山・倉敷市内業務店様限定） 

このリストがご注文の控えとなります。商品がお手元に届くまで保管くださいませ。 

商品のお届けは11月6日（金）以降、順次ご連絡いたします。 お届けまで最長で 

14日前後いただきます 
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有料試飲のチケットは 

こちらで販売しております。 係員がうかがいます。 

お手元にご購入本数を 

記入した商品リストを 

ご用意ください。 

会場内はすべて禁煙です。禁煙にご協力お願いいたします。 

（喫煙コーナーは１階ロビーにございます） 

自動車・バイク・自転車を運転される方の飲酒は固くお断りいたします。 

未成年者の飲酒は固くお断りいたします。 

泥酔するなど、マナーの悪いお客様はご退場いただく場合がございます。 

他のお客様のご迷惑にならないよう、節度のある飲酒をお願い申し上げます。 



A  名門ワイナリーが造る、デイリーワインをご提案 I-2 現存する日本最古のワイナリー！ R フランス＆イタリア、自然派探訪

【サントリー酒類＆ファインズ】　　　　　　P4　 【まるき葡萄酒】                                     P13 【テラヴェール】                                    P22

B 日本と世界のワインを飲み比べ J 驚異のコスパワインが続々！南アフリカ大集合！ S 話題のイスラエルワインが登場！

【アサヒビール＆エノテカ】　　　　　　　　P5 【マスダ】                                              P14 【ミレジム】                                          P23

C 甘口から辛口まで、世界中のおいしいワイン K コスパで勝負！ 掘り出し物ワイン、オンパレード！ T
 オーストリアの“クオリティマニア”

鬼才・ロイマー特集

【モトックス】                                          P6 【マルカイコーポレーション】                   P15 【日本グランドシャンパーニュ】               P24

D
イタリア『ヴェレノージ』と

チリ『ウィリアム・フェーブル・チリ』大特集！
L

フランス・イタリア・スペイン・チリの

実力派ワイナリーをご紹介 U イタリア好き集まれ！ 黒帯なイタリアワイン

【稲葉】                                                   P7 【アルカン】                                           P16 【アルトリヴェッロ】                              P25

E 老舗生産者が集結！ M
南米の魅力発信。チリのオーガニック＆

カリフォルニアの天才が造るアルゼンチンワイン
V 抜群の安定感。定番イタリアここに参上

【日本リカー】                                          P8 【ワイン・イン・スタイル】                      P17 【フードライナー】                                 P26

F 世界の泡とお手軽サングリア♪ N カリフォルニア縦断！バリューなワイン紀行 W ファン必飲！スペインワインの真髄

【メルシャン】                                          P9 【布袋ワインズ】                                     P18 【オーケストラ】                                    P27

G 世界的なビッグブランドが登場！ O
ブラピ＆アンジーのワインも登場！

仏・豪・米のファインワイン
X

ベネンシア・ドールがサービスします！

シェリーの魅力＆バリューなスペインワイン

【サッポロビール】                                   P10 【ジェロボーム】                                     P19 【ユニオン・リカーズ】                           P28

H オーストラリアワインを品種別で飲み比べ P 泡・泡・泡！　泡ばっかりの泡祭り！ Y 家飲みの強い味方！ワインに合うおつまみ特集

【ペルノ・リカール・ジャパン】                 P11 【ヌーヴェル・セレクション】                   P20 【日仏貿易】                                          P29

I-1 注目の産地！ カリフォルニア・パソロブレス特集 Q こだわりの品揃え！フランス銘醸ワイン巡り ★ チーズ盛り合わせプレート ￥500（税込）

【TYクリエイション】                               P12 【アンフィニー】                                     P21 【フロマジュリー・ピノ】

各ブース紹介



出展 参考小売 当日特別
No. 価格(税抜） 価格（税抜）

カーニヴォ

JAN　4901777263222

ビオンタ アルバリーニョ

JAN　8410428248052

ヤルンバ ワイ シリーズ シラーズ／ヴィオニエ ２０１３

JAN　4901777279797

ヤルンバ ワイ シリーズ ソーヴィニヨン・ブラン ２０１４

JAN　4901777279827

カバ・ブリュット・リゼルバ　（トレ・デル・ガル）

JAN　4582203105219

ティリア・カベルネ・ソーヴィニヨン（ボデガス・エスメラルダ）

JAN　4582203074188

ピノ・ノワール（フランソワ・ラベ）

JAN　4582203107282

シャトー・フルール・オー・ゴーサン

JAN　4582203094803

レ・カレッシュ・ド・ラネッサン

JAN　4582203086297

モスカート・ダスティ（チェレット）

JAN　4901777056992

※価格はすべて税抜です

シャトー ラネッサンのセカンドワイン。カレッシュとは｢馬車｣を意味
し、中世の貴族がこのシャトーの敷地内で乗馬やポロに勤しんでい
た場景を今に残しています。完熟した果実味と程よいボリューム感
は色々な料理と合わせやすい味わいです。

10 白・微発泡
甘口

2014 イタリア ¥2,900 ¥2,320

バローロ、バルバレスコの造り手として、ピエモンテを代表する名醸
造所のひとつチェレット。モスカート（マスカット）種から造られた微
発泡性のワイン。アルコール度数も低く、ほのかな甘みのある味わ
いです。

9 赤
ミディアム

2010 フランス ¥2,320 ¥1,856

ブルゴーニュの名門フランソワ ラベ氏がコルシカ島で造るピノ ノ
ワール。濃厚だが洗練された果実味を感じる味わいはブルゴー
ニュでもニューワールドでもないネオクラシックなスタイル。

8 赤
ミディアム

2007 フランス ¥1,590 ¥1,272

真南向きの30haの畑を誇る家族経営のシャトー。紫がかったル
ビー色の美しい色合い。ブラックベリーやカシスの強い香りに甘草
のニュアンスが感じられる。タンニンが滑らかで、とてもやさしい口
当たりです。

7 赤
ミディアム

2013 フランス ¥1,990 ¥1,592

長期瓶熟による深みのあるボディと酸がエレガントに調和した2012
ヴィンテージのカバ。マカベオ特有の青りんごを思わせる爽やかな
果実味を伴った、心地よい余韻が長く続きます。

6 赤
ミディアム

2013 アルゼンチン ¥1,430 ¥1,144

パーカーポイント90点獲得のハイコスパワイン！アルゼンチンでも
有数のワイナリー「カテナ社」が手掛けるブランド。完熟した赤果
実、甘くスパイシーでスモーキーなタッチもあるリッチな味わいで
す。

5 白・泡
辛口

2012 スペイン ¥2,000 ¥1,600

ブラックチェリーやブルーベリー、スミレの花を連想させる華やかな香り
に、ローストした肉と黒胡椒のニュアンス。フレッシュな果実味と、なめらか
な酸味、キメ細かなタンニンを持つ、しなやかでエレガントな味わいです。
牛や豚のヒレ肉などの滑らかな質感の肉料理に。

4 白
辛口

2014 オーストラリア ¥2,200 ¥1,760
あなただけの「Ｙ（Ｙｏｕｒ　Ｗｉｎｅ）」を見つけてください。キウイやグレープフルーツを
連想させるフレッシュな果実の香りに、青草のニュアンス。鮮烈すぎない上品なア
ロマティックさ。引き締まった若々しい果実味と、しっかりとした酸味の、爽やかな辛
口の味わいです。野菜料理や白身魚や貝を使ったお料理などに。

3 赤
ミディアム

2013 オーストラリア ¥2,200 ¥1,760

エスプレッソやチョコレートを思わせる香りが完熟したぶどうを感じさせる。
程よいタンニンと、余韻の長いスムースな口あたり。限りなく深い色調。熟
成肉、鉄板焼き、焼肉、あらゆる肉との相性が抜群のワイン。

2 白
辛口

2014 スペイン ¥2,400 ¥1,920

熟したりんごや白桃を思わせる香りがあります。口にいれるとみずみずし
くフレッシュな第一印象です。すっきりとした辛口でキレのある酸が豊かで
す。海辺の生産地らしいミネラルの塩っぽい味わいも楽しいワインです。
新鮮な魚介類や甲殻類に良く合います。

1 赤
フルボディ

2013 アメリカ ¥2,210 ¥1,768

おかじまやワインフェスティバル2015　出展リスト

社名　サントリー酒類㈱、㈱ファインズ　　　　　　　　　　　　　　　　 2015.10.25～2015.10.26

アイテム名 タイプ VIN 国 コメント 本数

A 



出展 参考小売 当日特別
No. 価格(税抜） 価格（税抜）

サントネージュ　エクセラント　甲州　辛口仕込み

JAN　4904230036791

サントネージュ　エクセラント　かみのやま　スパークリング

JAN　4904230035428

サントネージュ　エクセラント　かみのやま　スパークリングロゼ

JAN　4904230039822

シモネ・フェブル・シャブリ

JAN　3422511000329

サンテミリオン・“ローズヴィル”

JAN　4901004109019

シャンパーニュ・バロン・ド・ロスチャイルド

JAN3760183180032

エスパス・オブ・リマリ・スパークリング・ブリュット

JAN7804320626352

アルトス・イベリコス・クリアンサ/トーレス

JAN8410113024275

カベルネ・ソーヴィニヨン・レゼルヴァ
/ボデガ・ノートン

JAN7792319678003

コルテ・ジャーラ・ソアヴェ/アレグリーニ

JAN8015822010092

※価格はすべて税抜です

2015年5月30日(土)の日本経済新聞のNIKKEI プラス１
 何でもランキングで見事1位を獲得！
 今回のランキングは、『1度は飲みたいあの国のワイン』

20 白・辛口 2014 イタリア ¥1,600 ¥1,280
イタリアワイン評価誌『ガンベロロッソ』2016年版にてワイナリー・オ
ブ・ザ・イヤー獲得！ヴェネト州No.1ワイナリー ヴァルポリチェッラ
の名手が手掛ける辛口ながら、奥深い味わいのソアヴェ。

19 赤・フル 2012 アルゼンチン ¥1,900 ¥1,520

チリを代表する『アルマヴィーヴァ』を造る、チリ最大かつ最高のワ
イナリーであるコンチャ・イ・トロのグループワイナリーである、マイ
カス・デル・リマリが手掛けるスパークリングワイン。

18 赤・フル 2012 スペイン ¥2,200 ¥1,760
スペインワインを牽引する名生産者、トーレス。
 国内屈指の銘醸地リオハのテンプラニーリョで造る、丸みを帯びた
豊かな果実味とチャーミングな味わいが魅力の赤ワイン。

17 白・発泡性 NV チリ ¥1,500 ¥1,200

バラの町と名付けられた、その名にふさわしいエレガントで重厚な
味わい

16 白・発泡性 NV フランス ¥6,600 ¥5,280
ロスチャイルド家の高貴なシャンパーニュ。
 一流のワインメイキングで造られたエレガントなスタイル。
こだわりが見事に表現されたブリュット！！

15 赤 NV フランス ¥2,360 ¥2,100

果実味のあるやや甘口のロゼスパークリング

14 白 NV フランス ¥2,630 ¥2,104 フレッシュで花のようなアロマをもつ快活なスタイルのワイン

13 ロゼ NV 日本 ¥1,440 ¥1,368

優しく繊細な香り、口中に広がるふくよかな風味とキレのよい後味

12 白 NV 日本 ¥1,440 ¥1,368 フルーティでバランスの良い味わいのスパークリング

11 白 NV 日本 ¥1,440 ¥1,296

おかじまやワインフェスティバル2015　出展リスト

社名　アサヒビール㈱＆㈱エノテカ　　　　　　　　　 2015.10.25～2015.10.26

アイテム名 タイプ VIN 国 コメント 本数

B 



出展 参考小売 当日特別
No. 価格(税抜） 価格（税抜）

ﾋﾟｴｰﾙ･ｾﾞﾛ ﾌﾞﾗﾝ･ﾄﾞ･ﾌﾞﾗﾝ

JAN 4997678472931

ﾎｰﾑ･ｸﾘｰｸ ﾜｲﾊﾟﾗ ｽﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞ ﾘｰｽﾘﾝｸﾞ

JAN　9416173109081

ｸｴﾙﾁｵｰﾘ ﾚｯｼﾞｱｰﾉ ﾗﾝﾌﾞﾙｽｺ ﾄﾞﾙﾁｪ 

JAN　4997678555825 

ｶﾘﾝﾄﾝ･ｸﾞﾚｰｽ ｽﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞ ｼﾗｰｽﾞ 

JAN　4997678484163 

ｽﾄｰﾝ･ｳﾞｧﾚｰ ｼｬﾙﾄﾞﾈ 

JAN　4997678484088

ﾊﾟｽﾚﾙ ｼｬﾙﾄﾞﾈ 

JAN　4997678597443 

ｻﾝ･ﾙﾁｱｰﾉ ﾄｽｶｰﾅ ﾛｯｿ 

JAN　4997678481575 

ｽﾄｰﾝ･ｳﾞｧﾚｰ ﾚｯﾄﾞ･ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ 

JAN　4997678484101 

ｼﾝﾌｫﾆｱ ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞ･ｺﾚｸｼｮﾝ ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ 

JAN　4997678475888 

ｼｬﾄｰ･ﾗ･ｺｻｰﾄﾞ

JAN　4997678552619 

ﾎﾟｰﾄ ﾌﾞﾗｽ ﾄｳﾆｰ 20年 

JAN　4997678482497 

ｸﾞﾗｰﾃｨ 　ｳﾞｨｯﾗ･ﾃﾞｨ･ｳﾞｪﾄﾘﾁｪ ｴｸｽﾄﾗｳﾞｧｰｼﾞﾝｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ 

JAN　4997678472115 

※価格はすべて税抜です

平均20年熟成されてから出荷されるトウニー。イチジクやレーズン
といった複雑かつ豊かなアロマ、熟成による複雑な余韻が楽しめ
るポートワイン。 　　　☆ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ﾜｲﾝ･ﾁｬﾚﾝｼﾞ2015 金賞&ﾄﾛ
ﾌｨｰ受賞

32
オリーブ
オイル

2014 イタリア ¥3,350 ¥2,680

透明感の高い深緑。鼻腔をピリピリと刺激するスパイス感。青リン
ゴや洋ナシ、マンゴーなど、熟したフルーツの豊かな香りとともに、
芝のような清涼感がある。 　☆ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ 国際ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ
ｺﾝﾃｽﾄ2015 金賞

31
赤

極甘口
ＮＶ ポルトガル ¥6,400 ¥5,120

上質のカベルネ・ソーヴィニヨンを樽熟成したエレガントな赤ワイ
ン。力強いタンニンの中にスミレやバラを思わせる優雅な佇まいと
長い余韻が楽しめます。

30
白

極甘口
2012 フランス ¥2,800 ¥2,240

セミヨンは100%貴腐ブドウを使用。黄金に輝く色合いで、口に含む
とフレッシュな酸と柑橘系のフルーツの甘さが調和しています。果
実味いっぱいのボルドー甘口白ワインです。

29
赤

ミディアム
2013 スペイン ¥1,400 ¥1,120

トスカーナ州の赤ワイン。鮮やかなルビー色、チェリーやプラムの
香りがあり豊かな果実味と心地よいタンニンが広がります。牛肉の
ステーキなどお肉料理と相性が良いです。

28
赤

フルボディ
2014 アメリカ ¥1,200 ¥960

豊かな果実味を持ち、ハーブやスパイスの風味が心地よいカリ
フォルニア産赤ワイン。丸みのあるジューシーな果実味は、ボ
リュームのある肉料理によく合います。濃厚濃密な1本です。

27
赤

ミディアム
2014 イタリア ¥1,050 ¥840

フレッシュな柑橘果実、メロンやリンゴ、洋梨などの風味溢れるシャ
ルドネです。ほのかなバニラ香も漂い、きりっとした酸味が心地よ
く、繊細な余韻が美しい飲み飽きしない白ワインです。

26
白

辛口
2014 フランス ¥1,300 ¥1,040

白ワイン用品種の代表、シャルドネ種100％の南仏白ワイン。程よ
い辛口、フルーティで飲みやすいスタイルです。
 ｺﾝｸｰﾙ･ﾓﾝﾃﾞｨｱﾙ･ﾌﾞﾘｭｯｾﾙ 2015 金賞

25
白

辛口
2014 アメリカ ¥1,200 ¥960

干しイチジクやイチゴの豊かな香りをもつ、やや甘口のランブルス
コ。口に含むとイチゴの風味がいっぱいに広がり、程よい酸味と天
然果実の甘味のバランスが取れた弱発泡性ワインです。

24
泡赤

やや甘口
ＮＶ オーストラリア ¥1,600 ¥1,280

シラーズから造るコクのあるスパークリングワイン。ブラックチェ
リーやベリーの果実味とシラーズならではのスパイシーなフレー
バーを持ちます。心地よい甘さを持つ癖になる味わいです。

23
泡赤

やや甘口
ＮＶ イタリア ¥1,150 ¥920

南フランス産のワインにミュスカのブドウジュースをブレンドしたア
ルコール度数0.0％のノンアルコール・ワインテイスト飲料です。果
実味と爽快感は食前酒やデザートにも相性抜群。

22 泡白辛口 2014 ニュージーランド ¥2,000 ¥1,600
レモンや柑橘系果実のアロマが広がる爽やかなタイプのニュー
ジーランド産スパークリングワイン。キリッと引き締まった酸を持つ
クリスピーでフレッシュな口当たりが心地よいワインです。

21
泡白辛口
ノンアル
コール

ＮＶ フランス ¥1,300 ¥1,040

おかじまやワインフェスティバル2015　出展リスト

社名　（株）モトックス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2015.10.25～2015.10.26

アイテム名 タイプ VIN 国 コメント 本数

C 



出展 参考小売 当日特別
No. 価格(税抜） 価格（税抜）

ファレーリオ　/　ヴェレノージ

JAN　4935919052504

ロッソピチェーノ　/　ヴェレノージ

JAN　4935919055970

ラクリマ ディ モッロダルバ　/　ヴェレノージ

JAN　4935919055840

ロッジョデルフェラーレ　/　ヴェレノージ

JAN　4935919056038

エスピノ シャルドネ　/　ウィリアム フェーブル チリ

JAN　4935919080415

シャルドネグランキュベ　/　ウィリアム フェーブル チリ

JAN　4935919080170

エスピノ ピノノワール　/　ウィリアム フェーブル チリ

JAN　4935919080347

カベルネソーヴィニヨングランキュベ
/　ウィリアム フェーブル チリ

JAN　4935919080224

チャカイ　/　ウィリアム フェーブル チリ

JAN　4935919080422

センスアーレ モスカート
/　ヴィニエティ デル ヴァルトゥーレ

JAN　4935919057387

※価格はすべて税抜です

42 甘口 2014 イタリア ¥1,800 ¥1,440
輝きのあるゴールデンイエロー。桃や洋ナシ、マンゴーなどの豊か
なフルーツのアロマ、そしてもちろんモスカートの持つエキゾティッ
クなニュアンスも感じられます。【ハートラベル】

41 フル 2011 チリ ¥4,500 ¥3,600

高地の単一畑から最良のカベルネソービニヨンを使っております。
紫がかった深いルビーレッド。エレガントなカシスやタバコの香り。
口に含むとしっかりとした骨格がありパワフルです。これぞチリの最
高傑作！！！

40 フル 2012 チリ ¥2,300 ¥1,840

フランス産のオーク樽で12ヶ月間熟成させます。赤いベリー類のエ
レガントなブーケがあり、ほのかな調和のとれた木の香り、フルボ
ディで力強いワインです。圧倒的コスパのカベルネソーヴィニヨンで
す。

シャルドネを作らせたら世界一のウィリアムフェーヴル　グランキュ
ヴェの名に恥じない風格のある厚みとバランス。シャルドネは元々
シャブリに使う為に栽培したとか。

39 フル 2013 チリ ¥1,600 ¥1,280

フランス・ブルゴーニュ産の樽で熟成させます。色は美しいルビー。
チェリーやイチゴの典型的な香りの奥にかすかなミネラルのノート
が感じられます。さすがブルゴーニュを意識して造ったというエレガ
ンス！

シャブリで有名なウィリアムフェーブルがチリで手掛けるワイン。チ
リのシャルドネのイメージを覆す、エレガントでしっかり食事にあわ
せられます。ラベルは日本をイメージした水墨画です。

38 辛口 2013 チリ ¥2,400 ¥1,920

37 辛口 2013 チリ ¥1,700 ¥1,360

36 フル 2010 イタリア ¥4,500 ¥3,600

ガンベロ ロッソ ７年連続トレビッキエリ！！これぞマルケ最強の
スーパーワイン！漫画『神の雫』でも絶賛されたワイン。主人公が
このワインを飲んだ時、ひまわり畑を見たとか。あなたは何が見え
ました？

35 フル 2013 イタリア ¥1,800 ¥1,440

バラのような香りや、フレッシュでフローラルな香りが広がります。
味わい濃く、マスカットを思わせるような、じわっとした果実味があり
ます。ラクリマの特徴がよく表現されています。一度飲んだら忘れら
れません。

洋ナシ、熟したメロンやリンゴ、グレープフルーツキャンディや、ミン
ト、ハーブの香り。アフターには甘夏や夏みかんの熟したフルーツ
の酸味と香りが残ります。　【みどりのウサギ】

34 ミディアム 2014 イタリア ¥1,300 ¥1,040
スミレ色のニュアンスのあるルビー色。フレッシュで果実味溢れる
風味。バランスのとれたタンニンと穏やかなアルコール。少し低め
の温度でお楽しみください。　【赤いウサギ】

33 辛口 2014 イタリア ¥1,300 ¥1,040

おかじまやワインフェスティバル2015　出展リスト

社名　　㈱稲葉　　　　　　　　　　　　　　　　　 2015.10.25～2015.10.26

アイテム名 タイプ VIN 国 コメント 本数

D 

本日お持ち帰りいただける商品です 



出展 参考小売 当日特別

No. 価格(税抜） 価格（税抜）

シャルル・エドシック
ブリュット　レゼルヴ

JAN　3037900003678

ブラウン・ブラザーズ
ウィンドミル　シャルドネ

JAN　9311124500002

ブラウン・ブラザーズ
ウィンドミル　シラーズ

JAN　9311124500026

ブラウン・ブラザーズ
レクシア

JAN　0029147108875

ルイ・ジャド
ブルゴーニュ・ブラン　クーヴァン・デ・ジャコバン

JAN　3535926002007

ルイ・ジャド
ブルゴーニュ・ルージュ　クーヴァン・デ・ジャコバン

JAN　3535923030003

Ｍ．シャプティエ
コート・デュ・ルーション・ヴィラージュ　ラ・ヴィーニュ・ド・ビラオー

JAN　4900251992306

グラン・サッソ
トレッビアーノ・ダブルッツオ

JAN　4900251991484

グラン・サッソ
モンテプリチアーノ・ダブルッツオ

JAN　4900251991477

オルネッライア
レ・ヴォルテ・デル・オルネッライア

JAN　4900251007383

※価格はすべて税抜です。

プルーン、グリオット・チェリーなどの赤いフルーツの豊かな香りにほのか
なヴァニラ香があります。タンニンが豊かでバランスのとれたしっかりした
ボディで、長い余韻があります。サラミ、オードブルなど食事の初めに楽し
んでいただけます。メインのお肉や、チーズにも良く合います。

52
赤

フルボディ
2013 イタリア ¥3,400 ¥2,720

オルネッライアのサードワイン。2013年は冷涼なヴィンテージで、レヴォルテの芳
香性の高さと複雑さが際立っています。新鮮な果実と、凝縮感のある濃い色が特
徴的です。口にふくむと、シルクのようななめらかなタンニンと、いきいきとした酸
によりとても心地よい後味が感じられます。

51
赤

ミディアム
ボディ

2014 イタリア ¥1,350 ¥1,080

ブラック・チェリーの香り、しっかりとした骨格と豊かなボディがあり、味わ
いの中ほどは暖かいルーション地方のハーブとスパイスを感じます。前
菜、パスタ、肉料理、和食、チーズなど、幅広いお料理に合わせることが
出来ます。

50
白

辛口
2014 イタリア ¥1,350 ¥1,080

モモや西洋カリン、ビワなどの黄色い果実の香り、オレンジの花のような
白い花の香りが感じられます。しっかりとしたボディで余韻は長く、バラン
スがとれています。食事の初めに、軽めのオードブルに。白身の肉や
チーズなどに合います。とくに魚料理に最適です。

49
赤

ミディアム
ボディ

2012 フランス ¥1,600 ¥1,280

ステンレスタンクと樽での発酵・熟成を行ったバランスの良いブルゴー
ニュワインです。ステンレスタンクによる新鮮な果実の風味と樽熟成によ
るまろやかさが見事に調和した白ワインです。オードブルをはじめ鶏や豚
肉の料理、また、焼き魚や山羊のチーズにもよく合います。

48
赤

ミディアム
ボディ

2012 フランス ¥2,750 ¥2,200
「コート・ドール」と「コート・シャロネーズ」のヴィラージュ級の畑の選ばれたブドウ
から造られています。ふくよかなフルーツらしさと絹のような舌触りと優しいタンニ
ンを持った、穏やかで調和の取れた香味に仕上がっています。 グリルした赤身肉
や優しい風味のチーズなどとよく合います。

47
白

辛口
2013 フランス ¥2,750 ¥2,200

プラムやベリーとオークによるチョコレートの香りが特徴のミディア
ムボディの赤ワインです。すき焼き、焼き肉、中華の炒め物やバー
ベキューなどスパイスの効いた料理に良く合います。

46
白

甘口
2013 オーストラリア ¥1,600 ¥1,280

芳醇なマスカット、トロピカルフルーツの香りです。甘さの中に、バランス
のよい酸味が味わいにフレッシュさと深みを与えてくれます。BBQやスパ
イシー料理、洋ナシとウォッシュチーズ、オレンジやレモンなどを使ったデ
ザートがお勧めです。よく冷やしてお召し上がりください。

45
赤

ミディアム
ボディ

2014 オーストラリア ¥1,400 ¥1,120

60のクリュから選別されたベースワインに、10年以上熟成したリ
ザーヴワインを40%使用しています。深みのある金色で、石灰質の
セラー「クレイエール」で最低36カ月間熟成させることで、繊細で複
雑なアロマが際立っています。

44
白

辛口
2014 オーストラリア ¥1,400 ¥1,120

ネクタリン（ズバイ桃）やメロン、花の香り、フレンチオークにより香
り高く、いきいきとした果実の味が楽しめる白ワインです。魚介類の
グラタンやパスタや、鶏、豚肉料理に合います。やや冷やして、香
りをお楽しみ下さい。

43
白泡
辛口

NV フランス ¥7,500 ¥6,000

おかじまやワインフェスティバル2015　出展リスト

社名　日本リカー㈱　　　　　　　　　　　　　　 2015.10.25～2015.10.26

アイテム名 タイプ VIN 国 コメント 本数

E 

本日お持ち帰りいただける商品です 



出展 参考小売 当日特別
No. 価格(税抜） 価格（税抜）

シャンパーニュ・グルエ　ブリュット・セレクション

JAN　　4973480849932

ラ・ロスカ　ブリュット

JAN　　8410013993596

ランブルスコ・アマービレ　ドン・ジュセッペ　ロッソ

JAN　　4973480848546

コドーニュ　バルセロナ・エディション・ブリュット

JAN　　4973480850020

コドーニュ　バルセロナ・エディション・ロゼ

JAN　　4973480850037

シャトー・メルシャン　アンサンブル　藍茜

JAN　　4973480324279

シャトー・メルシャン　アンサンブル　萌黄

JAN　　4973480324309

カッシェロ・デル・ディアブロ
デビルズ・コレクション　レッド

JAN　　4973480847105

カッシェロ・デル・ディアブロ
デビルズ・コレクション　ホワイト

JAN　　4973480847112

ギュギュッと搾ったサングリア
赤ワイン×オレンジ＆カシス

JAN　　4973480331253

ギュギュッと搾ったサングリア
白ワイン×グレフル＆パイン＆オレンジ

JAN　　4973480331260

ギュギュッと搾ったサングリア
白ワイン×ピーチ＆マンゴー＆オレンジ

JAN　　4973480331925

※価格はすべて税抜です

【ギュギュッと搾ったサングリア】
グレープフルーツとパインとオレンジの爽やかな香りと、
甘酸っぱくふくよかな味わいが特長。

64 白
（サングリア）

ＮＶ 日本 ¥500 ¥450
【ギュギュッと搾ったサングリア】
ピーチとマンゴーとオレンジの豊かな香りと、とろりと
熟したふくよかな味わいが特長です。

63 白
（サングリア）

ＮＶ 日本 ¥500 ¥450

【悪魔の蔵』の伝説を持つワイン】
『カッシェロ』の上級ワイン。複雑な香りとはつらつとした口中
が特長です。

62 赤
（サングリア）

ＮＶ 日本 ¥500 ¥450
【ギュギュッと搾ったサングリア】
オレンジとカシスの華やかな香りと、フルーティで
爽やかな味わいが特長。

61 白 2013 チリ ¥1,730 ¥1,384

【注目の日本ワイン】
福島県と長野県産のシャルドネ主体に、山梨県産の甲州を
アクセントで加えた、エレガントな味わい。

60 赤 2014 チリ ¥1,730 ¥1,384
【『悪魔の蔵』の伝説を持つワイン】
チリのフルボディでカッシェロの上級ワイン。
複雑な香りと柔らかいタンニンが特長。

59 白 2014 日本 ¥1,800 ¥1,440

【お洒落なボトル】スペインの伝統品種モナストレル、ガル
ナッチャ、トレパットを使用した、フレッシュ＆フルーティで、色
鮮やかなロゼスパークリング。

58 赤 2013 日本 ¥1,800 ¥1,440
【注目の日本ワイン】
長野県産のメルローを主体に、山梨県産のマスカット・ベー
リーＡをブレンドしています。

57 泡
（カヴァ）

ＮＶ スペイン ¥2,270 ¥1,816

【女性にオススメ】
微発泡の軽やかな口当たりが特徴で、
ブドウ由来のフレッシュでさわやかな甘みが楽しめます。

56 泡
（カヴァ）

ＮＶ スペイン ¥2,270 ¥1,816
【お洒落なボトル】伝統品種であるマカベオ、チャレッロ、パ
レリャーダを使用したカヴァ。和食のような繊細な味わいの料
理とも合わせて楽しめるワイン。

55 泡
（微発砲）

ＮＶ イタリア ¥920 ¥736

【新登場シャンパン】フランスのワインガイド「ギッド・ア
シェット」も、果実の他にトリュフやミントを含む複雑な香り、リッ
チでフレッシュな口中を絶賛。

54
泡

（カヴァ）
ＮＶ スペイン ¥1,040 ¥832

【高コスパカヴァ】
シャンパンの製法と同じ瓶内二次発酵で最低９カ月熟成のカ
ヴァ。豊かな泡とフレッシュな果実の香り。

53 泡
（シャンパン）

ＮＶ フランス ¥4,500 ¥3,600

おかじまやワインフェスティバル2015　出展リスト

社名　メルシャン㈱                           2015.10.25～2015.10.26

アイテム名 タイプ VIN 国 コメント 本数

F 



出展 参考小売 当日特別
No. 価格(税抜） 価格（税抜）

ラ・キュベ・ミティーク・スパークリング・ブリュット

JAN　：　4901880878603

テタンジェ・ブリュット・レゼルヴ

JAN　：　3016570001030

テタンジェ・ノクターン・スリーヴァ―

JAN　：　3016570000163

エルベン・シュペトレーゼ

JAN　：　4901880875541

ル・ヴァル・シャルドネ  　　　　※業務用限定商品

JAN　：　4901880876104

ル・ヴァル・カベルネ・ソーヴィニヨン※業務用限定商品

JAN　：　4901880876098

マトゥア・リージョナル・ソーヴィニヨンブラン・マルボロ

JAN : 4901880878252

ペンフォールズ・クヌンガヒル・シャルドネ

JAN : 4901880878207

ペンフォールズ・クヌンガヒル・カベルネ・シラーズ

JAN : 4901880878191

ペンフォールズ・ビン８・カベルネ・シラーズ

JAN : 4901880878153

※価格はすべて税抜です

ペンフォールズの登竜門のワイン。シラーズとカベルネの果
実味がしっかりと感じられ、丸みのあるストラクチャーとバラン
スの取れたオーク香を楽しむことが出来るワイン！

74
赤

フルボディ
2013 オーストラリア ¥3,400 ¥2,890

BIN8は、伝統的なペンフォールズスタイル。
BIN128,,BIN28,BIN389のワイン熟成に使われた後の樽を使っ
て熟成しています。

73
赤

ミディアム
2013 オーストラリア ¥2,000 ¥1,700

ニュージーランド・ソーヴィニヨン・ブランのパイオニア。爽や
かでフレッシュなハーブのニュアンス、ピュアでアロマティック
な風味

72
白

やや辛口
2014 オーストラリア ¥2,000 ¥1,700

ペンフォールズの複数の地域から採れた最高級のぶどうを
使用。全てのヴィンテージで一貫したクオリティーを維持して
います。

71
白

やや辛口
2014 ニュージーランド ¥2,000 ¥1,700

ミネラル分豊富で滑らか且つしっかりとした味わい。
フランス国際ワインコンクール「シャルドネ・デュ・モンド」金賞

70
赤

ミディアム
2013 フランス ¥1,200 ¥1,020

南仏の太陽と大地の恵みのワイン。熟したブラックベリーの
アロマと力強い味わい。

69 白・辛口 2014 フランス ¥1,200 ¥1,020

優美で繊細な香り、芳醇なアロマ、みずみずしくなめらかな余
韻は、長くなめらかで心地よく、甘美なフレーバー。　まさにノ
クターン「夜想曲」を思わせる味わい。〈デザインラベル〉

68
白

やや甘口
2013 ドイツ ¥1,200 ¥1,020

ドイツ国内販売量NO.1シュペトレーゼ。豊潤なフルーツのアロ
マとはじけるような酸味が調和したクラシックワイン。
9月発売のワイン王国にて5つ星獲得。

67
白

やや辛口
NV フランス ¥8,000 ¥6,800

シャルドネ１００％、シャンパンと同じ製法で作られた本格派
スパークリング。上質で芳醇な味わい、繊細できめ細やかな
泡、まろやかな口当たり。11月4日新発売。

66 白・辛口 NV フランス ¥6,700 ¥5,695
シャルドネ４０％という高い比率により、エレガントでバランスのとれ
たフレッシュな味わい。漫画「神の雫」でも取り上げられ、2014年
ノーベル賞の晩餐会でも振る舞われた気品のあるシャンパン。

65 白・辛口 NV フランス ¥2,000 ¥1,700

おかじまやワインフェスティバル2015　出展リスト

社名　　サッポロビール㈱　　　　　　　　　　　　　　　　　 2015.10.25～2015.10.26

アイテム名 タイプ VIN 国 コメント 本数

G 



出展 参考小売 当日特別
No. 価格(税抜） 価格（税抜）

ジェイコブス･クリーク リザーヴ　　バロッサ　リースリング

9300727552129

ジェイコブス･クリーク リザーヴ　アデレード・ヒルズ　シャルドネ

9300727135575

ジェイコブス･クリーク リザーヴ　アデレード・ヒルズ　ピノ･ノワール

9300727019530

ジェイコブス･クリーク リザーヴ　クナワラ　カベルネ・ソーヴィニヨン

9300727004055

 ジェイコブス･クリーク リザーヴ　バロッサ　シラーズ 

9300727516152

ジェイコブス･クリーク スパークリング・シラーズ

9300727010186

 ジェイコブス･クリーク マスカット スパークリング白

9300727009364

ジェイコブス･クリーク シャルドネ ピノ･ノワール

9300727839138

ジェイコブス･クリーク リザーヴシリーズ
5種詰め合わせ（1本おまけ付）※後日配送限定

なし

※価格はすべて税抜です

リザーブシリーズ5種の詰め合わせ。ブドウ品種の違いが堪能でき
ます。今回は1本おまけ付（おまけのアイテムはお任せください）。83 - 南オーストラリア ¥8,160 ¥6,528

甘口で低アルコールのスパークリングワイン。爽やかでトロピカル
なフレーバーで、洋梨やメロンのほのかなニュアンスが重なり、キ
レの良いフィニッシュへと続きます。

82
白泡
辛口

unknow 南オーストラリア ¥1,785 ¥1,428
シャンパンと同じシャルドネとピノ・ノワールを使用した辛口スパー
クリングワイン。繊細な泡立ち、味わいにまろやかさも感じられま
す。フライ、串揚げ等との相性も良いです。

81
白泡

やや甘口
unknow 南オーストラリア ¥1,680 ¥1,344

ジェイコブス・クリークの自信作。プラムの凝縮された味わいとしっ
かりとしたタンニンが印象的な赤ワイン。スパイシーな味付の赤身
肉料理と良く合います。

80
赤泡

やや辛口
unknow 南オーストラリア ¥1,785 ¥1,428

芳醇なベリー系の香りと共に、シラーズの特徴であるスパイスや、
ほのかな胡椒が感じられます。しっかりとした味わいながら、ブラッ
クベリーやラズベリーの果実味が心地よいスパークリングワインで
す。

79
赤

ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ
unknow 南オーストラリア ¥1,632 ¥1,306

ブラック・チェリーやワイルドストロベリーの香りとともに、スパイス
香やハーブ香が感じられ、複雑で味わい豊かなワインに仕上がっ
ています。

78
赤

ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ
unknow 南オーストラリア ¥1,632 ¥1,306

クナワラはオーストラリアで最上級のカベルネ・ソーヴィニヨンを生
産している地域とされています。ミントやブラックベリーとともに。黒
スグリやダークベリーの深い果実香が感じられます。タンニンもな
めらかです。

77
赤

ﾐﾃﾞｨｱﾑ
unknow 南オーストラリア ¥1,632 ¥1,306

有名なリースリング産地の厳選されたブドウのみを使用した高級
リースリングワイン。フルーティかつ濃厚で、トロピカルフルーツを
思わせる味わいが特徴。スパイシーでコクのある料理と良く合いま
す。

76
白

辛口
unknow 南オーストラリア ¥1,632 ¥1,306

フレンチオークの樽で発酵・熟成を行った上品で繊細な味わいの
白ワイン。クリーミーで豊かな口当たりが特徴。ウナギの白焼きの
ようなコクとなめらかさを持つ料理とよく合います。

75
白

辛口
unknow 南オーストラリア ¥1,632 ¥1,306

おかじまやワインフェスティバル2015　出展リスト

社名　ペルノ・リカール・ジャパン㈱ 2015.10.25～2015.10.26

アイテム名 タイプ VIN 国 コメント 本数

H 



出展 参考小売 当日特別
No. 価格(税抜） 価格（税抜）

ドライキャニオン　シャルドネ

JAN　0813147007104

ダンテ　ピノノワール

JAN 0703432000258

キャス　フライング・ニンフ

JAN 0895008001360

ポマージャンクション　ブルースター・ファイティング・レッド

JAN 0812222010084

クレイハウス　アドビ　ホワイト

JAN 0183276000704

クレイハウス　アドビ　レッド

JAN 0183276000612

セクスタント　セントラル・コースト　ジンファンデル

JAN 0894078001232

ジャスティン　ヴィンヤード　ソーヴィニヨン・ブラン

JAN 0733952097025

ヴィーニャ・ロブレス　カベルネ・ソーヴィニヨン

JAN 0834024001039

ハーストランチ　ワイナリー　ランドルフ

JAN 0852842003080

※価格はすべて税抜です

タバコの香り、白檀、ダークカラントの香り。豊富なタンニンが楽し
め、ダークフルーツの味わいがよりクリーミーさを醸し出していま
す。

93 赤 2011 アメリカ ¥5,000 ¥4,000
世界の大富豪が作る、ハーストランチのスペシャル・キュヴェ。色
合いは黒に近いくらい深く、タンニンも強く、長ーい熟成が楽しめる
逸品です。

92 赤 2012 アメリカ ¥4,000 ¥3,200

すみれの花。ブラックチェリー、カシス、ドライイチジクを彷彿とさせ
る香りが感じられ、モカ、タバコの葉、ウエハースの要素も高い。ド
ライなタンニンと凝縮した果実味のバランスが最高

91 白 2013 アメリカ ¥3,500 ¥2,800
芝草、ハーブ、グレープフルーツ、白桃のような香りが楽しめ、フ
レッシュながら、ボリュームのあるボディーが楽しめます

90 赤 2012 アメリカ ¥3,000 ¥2,400

白桃、マンダリンオレンジ、ジャスミン、マスカットなどのフルーツ＆
スパイスの香りがあり、アルコールが十分にありながら、アタックの
酸が全体に締まりとキレをもたらします

89 赤 2012 アメリカ ¥1,800 ¥1,440
プルーンなどの果実の甘いトーンにオレンジピール、すみれの花、
黒コショウのニュアンスがあり、樽熟成からくるヴァニラ、モカの香
りがバランスよく混在。ピュアで長い余韻を楽しめます

88 白 2012 アメリカ ¥1,800 ¥1,440

ゆりやくちなしの花のような芳香性の高い香りと蜂蜜などのねっと
りとした香りが特徴。酸味は控えめで、ボリュームのある仕上がり
です

87 赤 2011 アメリカ ¥2,500 ¥2,000
カシス、ブルーベリー、いちごのコンポートのような果実味。黒オ
リーブ、ピンクペッパーのスパイスの香りを持ちながらも、軽快な親
しみやすい味わいが特徴です

86 白 2013 アメリカ ¥2,400 ¥1,920

すりおろしりんごやパイナップルのニュアンスがあり、ピュアでフ
ルーティーなシャルドネが楽しめます

85 赤 2012 アメリカ ¥2,000 ¥1,600
フランボワーズ、サクランボの香りにレザーやたばこの葉、ヴァニラ
の香りが合わさります。タンニンも優しく、ピュアでエレガントなワイ
ンです

84 白 2012 アメリカ ¥1,800 ¥1,440

おかじまやワインフェスティバル2015　出展リスト

社名　㈱TYクリエイション　　　　　　　　　　　　　　　　　 2015.10.25～2015.10.26

アイテム名 タイプ VIN 国 コメント 本数

I-1 

本日お持ち帰りいただける商品です 



出展 参考小売 当日特別
No. 価格(税抜） 価格（税抜）

コリエ　ド　ペルル　ブランムスー

JAN 4937466 822746

コリエ　ド　ペルル　ベーリーＡ

JAN 4937466  211052

いろ　デラウェア

JAN 4937466 262122

いろ　甲州辛口

JAN 4937466 530122

いろ　ベーリーＡ

JAN 4937466 121559

ラ　フィーユ　樽甲州

JAN 4937466 423127

ラ　フィーユ　長熟甲州

JAN 4937466 611128

ラ　フィーユ　ヤマ・ソービニオン

JAN 4937466 124727

デラウェアにごり

JAN 4937466 122709

巨峰にごり

JAN 4937466 361818

※価格はすべて税抜です

もぎたて葡萄を頬張っている！がコンセプトの無濾過にごりワイ
ン。今年の初仕込デラは酸のキレ・濃厚な果実感で大人気です。

103 ロゼ・甘口 2015 日本 ¥1,350 ¥1,215
艶やかなピンク色。巨峰特有の優しく甘いアロマ、ジューシーでシ
ズル感溢れる味わいが口中いっぱいに拡がります。

102
白

やや甘口
2015 日本 ¥1,350 ¥1,215

1975,1977,1997,2012年と4ヴィンテージの一升瓶熟成古酒をブレン
ド。老舗ワイナリーにしか出来ない贅沢な旨甘口の甲州です。

101 赤・辛口 2013 日本 ¥2,800 ¥2,520
限定醸造1,500本。山葡萄＋カベルネＳの交配品種＝ヤマ・ソービ
ニオン。2014年は酸・果実感・タンニン・樽香とバランス良く仕上
がってます。

100
白

やや甘口
NV 日本 ¥2,150 ¥1,935

日本の食卓に最も相応しい「ベーリーＡ」。敢えてライトボディーで
果実味豊かなワインに仕上げました。ありそうでない、素朴なベー
リーＡです。

99 白・辛口 2014 日本 ¥2,150 ¥1,935
限定醸造4,850本。契約農家産、選りすぐりの甲州を冷凍濃縮後、
フレンチオークで5ヶ月間熟成させた力強く男性的な甲州。

98 赤・辛口 2014 日本 ¥1,600 ¥1,440

どこか懐かしさを感じる「ほっこり感」。優しい酸味と、口中で膨らむ
果実感、デラの旨味を存分に味わえる日本ワインの定番です。

97 白
やや辛口

2014 日本 ¥1,600 ¥1,440
今や日本ワインの代名詞「甲州」。ゆずやグレープフルーツを連想
させる綺麗で伸びやかな香り。爽快感、瑞々しさ溢れるスタンダー
ド甲州。

96 白
やや甘口

2014 日本 ¥1,300 ¥1,170

山梨県産甲州種100%の繊細でエレガントな国産プレミアムスパー
クリングワイン。一升瓶熟成の1977年リザーブワインによるフレッ
シュさと旨味のバランスが絶妙です。

95 泡・赤 2014 日本 ¥2,200 ¥1,980

2015年初リリースの「ベーリーＡ」種100%の希少なレッドスパークリ
ング。可憐でチャーミングな味わい、優しいアロマが魅力的。穏や
かなタンニンも心地よくワイングラスで飲んで欲しい優美なスパー
クリング。

94 泡・白 2014 日本 ¥2,200 ¥1,980

おかじまやワインフェスティバル2015　出展リスト

社名　まるき葡萄酒㈱　　　　　　　　　　　　　　 2015.10.25～2015.10.26

アイテム名 タイプ VIN 国 コメント 本数

I-2 

本日お持ち帰りいただける商品です 



出展 参考小売 当日特別
No. 価格(税抜） 価格（税抜）

ステラー・ＯＲＧＡＮＩＣＳ・スパークリング

JAN　6009679893252

ロバートソン・シャルドネ

JAN　6002039000895

ブラハム・シュナンブラン・アンウッド

JAN　6009669010751

ポールクルーバ　ソーヴィニヨンブラン　　　　

JAN　6009609150073

グレネリー・グランヴァン・シャルドネ

JAN　6009802733011

ロバートソン・シラーズ

JAN　6002039005845

マン・カベルネ・セラーセレクト

JAN　6009669350413

グレネリー・グランヴァン・レッド

JAN　6009673270073

ロバートソン　ＮＯ・１シラーズ

JAN　6002039006033

グレネリーレディ　メイレッド

JAN　6009802733097

※価格はすべて税抜です

113 赤・フル 11 南アフリカ ¥5,000 ¥4,250

フランスボルドーポイヤック２級のシャトー・ピション・ロングヴィルコ
ンテス・ド・ラランドの元オーナーが南アフリカで手がけたワイン。現
在のボルドー品種をブレンド　余韻は長く複雑でパーフェクトなバラ
ンスの長期熟成型ワイン　ティム・アトキン氏95点

112 赤・フル 12 南アフリカ ¥4,100 ¥3,485

ロバートソン・ワイナリーは南アフリカで２番目に大きいワイナリー
で　ロバートソン社のトップレンジ　毎年20、000本程しか作らない
世界割当の限定品　しっかり濃厚　なめらかで高級感あり　ある時
に買うべし

111 赤・フル 8 南アフリカ ¥2,500 ¥2,125
熟成して飲み頃　濃厚でもキメ細やかな渋み　クラシックなボル
ドースタイル　シラーズ40・カベルネ39・プチベルド14・メルロ7％
ＰＰ93点

110 赤・フル 13 南アフリカ ¥1,300 ¥1,105

３人の友人からスタートしたマン・ヴィントナーズ　それぞれの妻の
ファースト・ネームの頭文字を１字ずつ取ってＭ・Ａ・Ｎと命名　南ア
フリカのコストパフォーマンスの高いワインを生産し　モダンスタイ
ルのソフト＆ジューシー・フルーティなワイン

109 赤・フル 14 南アフリカ ¥1,300 ¥1,105
赤系のベリーや黒コショウ　シナモン　ヴァニラなどの香り　優しい
酸味としっかりとしたボディを持ち　なめらかで綺麗な味わい　お勧
め料理　ローストビーフ　ビーフシチュー　羊肉　ステーキなど

108 白・辛 13 南アフリカ ¥2,500 ¥2,125

豊かな酸味と濃厚な果実味　レモン　ライム　りんご　梨　ライチ
バラなど複雑な香りに　ローストしたアーモンドやヴァニラの香りも
感じられる　クリーミーでなめらかな味わい　ティム・アトキン氏
91点

107 白・辛 14 南アフリカ ¥2,300 ¥1,955

トロピカルフルーツ　グレープフルーツ　パッションフルーツなどの香り　フ
レッシュな酸味　複雑でややクリーミーでリッチな味わい　清々しく気持ち
よい上品なワイン　１３VTはソーヴィニョンブランデカンタワールドで世界
一に輝く　’１５年サクラアワードダイヤモンドトロフィー受賞

フレッシュな酸味　柑橘類やメロン　樽から由来するナッツの風味
しっかりとボリューム感のあるボディを持ち　程良くクリーミーな味
わい。酸味と果実味のバランスが良い

106 白・辛 14 南アフリカ ¥1,600 ¥1,360

フレッシュで活き活きとした酸味とライムやグレープフルーツなどの
風味　味も香りもしっかり　美味しさが印象に残る人気の逸品　天
才女性弁護士の自然派ワイン　樹齢35年　’14年サクラアワード
ゴールド受賞

フレッシュで爽やか　優しい酸味と程良くしっかりしたボディ
Organicでフェアトレードでスイスイ飲めるスパークリングワイン
お勧め料理　前菜　牡蠣(カキ)　すし　天ぷらなど

105 白・辛 14 南アフリカ ¥1,300 ¥1,105

104 泡白・辛 14 南アフリカ ¥1,800 ¥1,530

おかじまやワインフェスティバル2015　出展リスト

社名　 ㈱マスダ　　　　　　　　　　　　　　 2015.10.25～2015.10.26

アイテム名 タイプ VIN 国 コメント 本数

J 

本日お持ち帰りいただける商品です 



出展 参考小売 当日特別
No. 価格(税抜） 価格（税抜）

ファタート　スパークリング　ゼロ・アルコール

JAN　　　　4993199552008

ローニン　ノン・アルコール（ジュース）

JAN         4993199553807

カヴァ　ムッサ・ブリュット・ナチューレ

JAN         8413216151145

カヴァ　ムッサ・ブリュット

JAN　　　　8413216151138

ヴーヴ・レイエ　ブリュット

JAN　　　　3261264047676

バジャネグラ・ブランコ

JAN　　　　8437001019533

バジャネグラ・ティント

JAN　　　　8437001019540

ピノ・ノワール 　31st ステイト

JAN　　　　4993199045081

トラルチェット　モンテプルチアーノ・ダブルッツオ

JAN　　　　4993199030322

アルティガソ

JAN　　　　8410451006933

※価格はすべて税抜です

123 赤・ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ 2007 スペイン ¥1,610 ¥1,288
この価格で高評価＆フルボディに仕上がった豊かな
果実味とビターでまろやかな風味が広がるワイン

122 赤・ﾐﾃﾞｨｱﾑ 2013 イタリア ¥1,980 ¥1,584
熟した果実のフルーティーな香りと滑らかなタンニンの
バランスが非常にいいワイン

121 赤・ﾐﾃﾞｨｱﾑ 2012 アメリカ ¥1,800 ¥1,440
適度なコクとイチゴのチャーミングなアロマが感じられる
可能性を秘めたワインです。

120 赤・ﾗｲﾄ NV スペイン ¥800 ¥640
果実味豊かで程よい渋み、スムーズな飲み心地が
この価格で！？

119 白・辛口 NV スペイン ¥800 ¥640
新鮮な果実味とフローラルなアロマ、バランスの良い
飲み心地でデイリーに楽しめます。

118 泡・白・辛口 NV フランス ¥3,800 ¥3,040
シャンパーニュがこの価格！！しっかりとしたコクと
旨み、飲み応えのあるボディが魅力的！

117 泡・白・辛口 NV スペイン ¥1,480 ¥1,184
酸と甘みのバランスがよく、まろやかで
果実味あふれるワイン

料理を引き立てるドライな味わいを兼備えた、
アルコール0％のドリンク

116 泡・白・辛口 NV スペイン ¥1,480 ¥1,184
【金賞受賞】カヴァ。上品なアロマと複雑味、
爽快でドライな味わい

スムーズでキレのあるドライな味わいに仕上げた、
ノンアルコールスパークリングワインです。

115
赤・辛口・

ライト
NV 製造場所：日本 ¥980 ¥784

114 泡・白・辛口 NV イタリア ¥1,350 ¥1,080

おかじまやワインフェスティバル2015　出展リスト

社名　マルカイコーポレーション㈱　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2015.10.25～2015.10.26

アイテム名 タイプ VIN 国 コメント 本数

K 



出展 参考小売 当日特別
No. 価格(税抜） 価格（税抜）

ラングロワ・シャトー　クレマン・ド・ロワール ブリュット

JAN　3382250000281

キャップ・ロワイヤル・ルージュ

JAN　3388118577988

キャップ・ロワイヤル・ブラン

JAN　3388118581831

シャトー・マルテ レ・オード・マルテ

JAN　3760077670175

スアヴィア ソアヴェ・クラシコ DOC

JAN

ブランカイア キャンティ・クラシコ・リゼルヴァ DOCG

JAN

マルケス・デ・カセレス "サティネラ" セミ・ドゥルセ・ブランコ

JAN　8410406816006

アグリコラ・ディボン ドゥミ・セック

JAN　8410631860003

ベンティスケーロ クラシコ カベルネ・ソーヴィニョン

JAN　7808725401385

ベンティスケーロ クラシコ シャルドネ

JAN　7808725402498

※価格はすべて税抜です

133 白 2014 チリ ¥1,100 ¥880
トロピカルフルーツの香り、バランスの良い繊細なフルーツの香り
の余韻。

132 赤 2014 チリ ¥1,100 ¥880
フレッシュな赤い果実の香り、豊かなタンニンでバランスがよい味
わい。

131 泡 NV スペイン ¥1,500 ¥1,200
リンゴやナシを思わせるフルーティーな香り、ブドウのブレンドがバ
ランスよく上質な甘み。

130 白甘 2014 スペイン ¥1,800 ¥1,440
白い花とエキゾチックフルーツの香り、果実味豊かで軽やかな甘
さ。

129 赤 2012 イタリア ¥5,000 ¥4,000
トスカーナを代表するワイナリーで、国際的な評価も高く、世界中
で人気。

128 白 2014 イタリア ¥2,400 ¥1,920
アップルやトロピカルフルーツ、ジャスミンの香り、爽やかな酸とミ
ネラルが心地よい味わい。

127 赤 2011 フランス ¥2,600 ¥2,080
シャトー・マルテのセカンドワイン。赤い果実、バニラの香り、よく調
和のとれた味わい。

熟した果実と樽熟成によるバニラの香り、タンニンのバランスがよ
いリッチな味わい。

126 白 2014 フランス ¥1,900 ¥1,520
柑橘類や白い果実を思わせる新鮮な香り、ハツラツとした心地よ
い味わい。

花梨、桃、グレープフルーツなどの香り、フレッシュで上品な味わ
い。

125 赤 2011 フランス ¥1,900 ¥1,520

124 泡 NV フランス ¥2,700 ¥2,160

おかじまやワインフェスティバル2015　出展リスト

社名　　㈱アルカン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2015.10.25～2015.10.26

アイテム名 タイプ VIN 国 コメント 本数

L 



出展 参考小売 当日特別
No. 価格(税抜） 価格（税抜）

エミリアーナ・ヴィンヤーズ　オーガニック・スパークリ
ング・ワイン ブリュット NV カサブランカ・ヴァレー

7804320626383

エミリアーナ・ヴィンヤーズ　ナチューラ ソーヴィニョ
ン・ブラン セントラル・ヴァレー

7804320418889

エミリアーナ・ヴィンヤーズ　ナチューラ シャルドネ カ
サブランカ・ヴァレー

7804320418834

エミリアーナ・ヴィンヤーズ　ナチューラ
カルメネール コルチャグア・ヴァレー

7804320418865

エミリアーナ・ヴィンヤーズ　ノヴァス シャルドネ カサ
ブランカ・ヴァレー

7804320120911

エミリアーナ・ヴィンヤーズ　ノヴァス ピノ・ノワール
カサブランカ・ヴァレー

7804320478296

エミリアーナ・ヴィンヤーズ　ノヴァス カベルネ・ソー
ヴィニョン マイポ・ヴァレー

7804320521879

エミリアーナ・ヴィンヤーズ　コヤム
コルチャグア・ヴァレー

7804320081496

エミリアーナ レイト・ハーベスト ソーヴィ二ヨン・ブラ
ン カサブランカ・ヴァレー　３７５ｍｌ

7804320513478

ヴィーニャ・コボス　フェリーノ シャルドネ メンドーサ

897941000677

ヴィーニャ・コボス　フェリーノ
カベルネ・ソーヴィニョン メンドーサ

897941000776

ヴィーニャ・コボス　フェリーノ マルベック メンドーサ

897941000974

※価格はすべて税抜です

滑らかで重みのある、リッチなマルベックです。黒･赤系のしっかり
としたフレーバーにキャラメルや石墨のニュアンスが感じられま
す。その後柔らかなタンニンが長い後味に繋がります。ポール・ホ
ブス氏がマルベックに惚れ込んだ訳が分かります。

145 フルボディ 2013 アルゼンチン ¥2,550 ¥2,040

144 フルボディ 2013 アルゼンチン ¥2,550 ¥2,040
お隣のマルベック同様、とても滑らかなカベルネ・ソーヴィニヨン。
モンダヴィ、オーパス・ワン、シミと、ポール・ホブス氏が研鑽を重ね
た歩みが表れています。

143 辛口 2012 アルゼンチン ¥2,550 ¥2,040
1981年から4年間、オーパス・ワンの醸造トップを務めたポール・ホ
ブスが造るワイン。酸と果実のバランスが秀逸。

142 甘口 2013 チリ ¥1,600 ¥1,280
IMO(スイス有機栽培認証機関)認定有機栽培ぶどう100%。凝縮感
のある甘さ、なめらかな舌触りときりっとした酸味が爽やかなワイ
ン。 ソーヴィニヨン・ブラン85%、ゲヴェルツトラミネール15%。

141 フルボディ 2011 チリ ¥3,500 ¥2,800
IMO(スイス有機栽培認証機関)認定有機栽培ぶどう100%。シラー、
カルメネール、メルロ、マルベック、ムールヴェドルのマルチブレン
ド。

140 フルボディ 2013 チリ ¥1,850 ¥1,480
IMO(スイス有機栽培認証機関)認定有機栽培ぶどう100%。重みと
凝縮感があり、なめらかで柔らかいタンニンがバランスの良い味わ
いです。フルーティな余韻が長く続きます。

139 ミディアムボディ2012 チリ ¥1,850 ¥1,480
IMO(スイス有機栽培認証機関)認定有機栽培ぶどう100%。フルー
ティーで、優しい舌触りとしっかりとした骨格を持った後味が印象的
なワインです。

138 辛口 2014 チリ ¥1,850 ¥1,480
IMO(スイス有機栽培認証機関)認定有機栽培ぶどう100%。味わい
はフルーティーで酸味のバランスが良く、滑らかな舌触りと後味、
花の様な香りが印象的なワインです。

137 フルボディ 2013 チリ ¥1,400 ¥1,120
IMO(スイス有機栽培認証機関)認定有機栽培ぶどう100%。しっかり
としたタンニンと酸味にフレッシュさとジューシーさを持ち、素晴らし
い後味が続きます。

IMO(スイス有機栽培認証機関)認定有機栽培ぶどう100%。酸味の
バランスが取れた後味の長い鮮やかなワインです。

136 辛口 2014 チリ ¥1,400 ¥1,120
IMO(スイス有機栽培認証機関)認定有機栽培ぶどう100%。バラン
スの取れたフルーティな長い後味。

IMO(スイス有機栽培認証機関)認定有機栽培ぶどう100%。シャルド
ネ77%、ピノ・ノワール23%。シャルマ方式。

135 辛口 2014 チリ ¥1,400 ¥1,120

134 辛口 ＮＶ チリ ¥1,980 ¥1,584

おかじまやワインフェスティバル2015　出展リスト

社名　　ワイン・イン・スタイル㈱　　　　　 2015.10.25～2015.10.26

アイテム名 タイプ VIN 国 コメント 本数

M 

本日お持ち帰りいただける商品です 



出展 参考小売 当日特別
No. 価格(税抜） 価格（税抜）

ドメーヌ　サン・ヴァンサン　ブリュット

701253005001

シーグラス　リースリング　モントレー

085200005765

クエイル・クリーク　シャルドネ　カリフォルニア

081054 534406

パラダイス・リッジ　シャルドネ
"カナエ　ザ・グレープキング"

NONE

ヴィーニャ・マイティア　ピペーニョ　"アウパ"

NONE

シーグラス　ピノ・ノワール　サンタ・バーバラ ¥2,600

085200005789

ビッグ・ベイスン　ピノ・ノワール
サンタ・クルーズ・マウンテン

NONE

クエイル・クリーク　メルロー　カリフォルニア

081054 534475

コン・クリーク　カベルネ・ソーヴィニヨン
ナパ・ヴァレー

081909111868

ダッシュ　ジンファンデル　ドライ・クリーク・ヴァレー

654884101041

※価格はすべて税抜です

ナパ・ヴァレー屈指のコストパフォーマンスを誇るワイナリー。凝縮
に走らず食事とともに楽しめるバランスの良いスタイル。程よい渋
みが幅広い肉料理やパスタ、チーズなどに良く合います。

155 ミディアムボディ 2013 アメリカ合衆国 ¥4,300 ¥3,440
2016年は申（さる）年。猿と魚のユニークなラベルも大人気のこの
ワインで新年を祝いましょう。ジンファンデルの聖地、ドライ・クリー
ク・ヴァレーで造るエレガントスタイルの1本。

154 フルボディ 2012 アメリカ合衆国 ¥5,200 ¥4,160

エレガントなピノ・ノワールを手掛ける団体IPOBのメンバーとして素
晴らしいワインを造り続けるビッグ・ベイスン。カリフォルニアらしい
豊かな果実味を持ちながら冷涼な気候からくる酸味とのバランス
が素晴らしい。

153 ミディアムボディ 2013 アメリカ合衆国 ¥1,300 ¥1,040
この価格のメルローとしては出色のクオリティ。日常気軽に飲んで
いただける赤としておすすめ。柔らかい渋みと程よい果実味が
様々な料理とのマッチングを見せます。

152 ミディアムボディ 2013 アメリカ合衆国 ¥6,500 ¥5,200

大航海時代にスペイン人が持ち込んだチリの伝統品種パイスを
使った国民的ワイン"ピペーニョ"。日常見かけるチリワインとはま
た違った本来のチリワイン。

151 ミディアムボディ 2013 アメリカ合衆国 ¥2,080

安くて美味しいピノ・ノワールを探すのはどこの国でも難しいが、豊
かな陽光に恵まれたリゾート地としても高い人気を誇るサンタバー
バラは熟度の高い健全なブドウが育つ。バランスのよい酸味とエレ
ガントさ、複雑な風味をブドウにもたらす。

150 ライトボディ NV チリ ¥1,900 ¥1,520

1000円代のシャルドネとしては抜群のクオリティ。程よい果実味と
樽香、アルコール感のバランスが抜群。キュートなボトルも人気

149 辛口 2013 アメリカ合衆国 ¥3,900 ¥3,120
幕末の薩摩藩からアメリカに渡り、"ブドウ王"と呼ばれた長沢鼎の
偉業を今に引き継ぐソノマのワイナリー。冷涼な気候から生まれる
エレガントなシャルドネ。

148 辛口 2013 アメリカ合衆国 ¥1,300 ¥1,040

シャンパンの造り手がニューメキシコ州の1200mの高地に移住して
手がける高品質スパークリングワイン。冷涼なニューメキシコ州の
畑を中心に他の州から良質なブドウをブレンドした人気のアメリカ
ン・スパークリング。

147 やや甘口 2012 アメリカ合衆国 ¥2,300 ¥1,840
美しいブルーボトルに詰められたさわやかな果実味あふれるリー
スリング。モントレーの冷たい海風と豊かな陽光を思わせるバラン
スの良いやや甘口の白。

146 辛口 NV アメリカ合衆国 ¥2,700 ¥2,160

おかじまやワインフェスティバル2015　出展リスト

社名　布袋ワインズ㈱　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2015.10.25～2015.10.26

アイテム名 タイプ VIN 国 コメント 本数

N 

本日お持ち帰りいただける商品です 



出展 参考小売 当日特別
No. 価格(税抜） 価格（税抜）

Pol
ポル

 Roger
ロジェ

 Brut Reserve
ブリュット　レゼルヴ

JAN  3260923012000

Miraval Rosé  (Côte de Provence)
ミラヴァル　ロゼ

JAN  3296180004250

Hugel
ヒューゲル

 et
エ

 Fils
フィス

　Riesling
リースリング

JAN  3300370190033

La
ラ

 Vieille
ヴィエイユ

 Ferme
フェルム

 　Luberon Blanc
リュベロン　ブラン

JAN　3296180000047

La
ラ

 Vieille
ヴィエイユ

 Ferme
フェルム

 　Ventoux Rouge
ヴァントゥ　ルージュ

JAN 3296180000016

Hecht
エシュ

 &
エ

 Bannier
バニエ

　Languedoc Blanc
ラングドック　ブラン

JAN　3760108240957

Hecht
エシュ

 &
エ

 Bannier
バニエ

　Languedoc Bio Rouge
ラングドック　ビオ　ルージュ

JAN　3760108241008

The
ザ

 Lackey
ラッキー

   Riesling
リースリング

JAN　9329666029721

The
ザ

 Lackey
ラッキー

  Shiraz
シラーズ

JAN　9329666020995

Spellbound
スペルバウンド

 California Chardonnay

JAN　0877397000100

Spellbound
スペルバウンド

　California Cabernet Sauvignon
カリフォルニア　カベルネ　ソーヴィニヨン

JAN　0877397000094

Emblem
エンブレム

 Napa Valley Cabernet Sauvignon
ナパ　ヴァレー　カベルネ　ソーヴィニヨン

JAN　877397001145

※価格はすべて税抜です

カシス、プラム、ベリー系の風味はココア、スパイス、トフィーのニュ
アンスと重なり合い、エレガントで豪華なスタイルに仕上がっていま
す。余韻は心地よく爽快で生き生きとした魅力も備えています。

167 赤 2012 アメリカ ¥5,500 ¥4,400

166 赤 2013 アメリカ ¥2,400 ¥1,920

豊かなテクスチャーと濃いダークフルーツのフレーバー、わずかなオーク
とスパイスのニュアンスが特徴的です。杉やタバコのアロマとタンニンが溶
け合い、口の中で心地よく広がります。ワイン単体で飲んで頂いても、お
好きなお料理と合わせて頂いても楽しめるスタイルです。

165 白 2013 アメリカ ¥2,400 ¥1,920

力強さや凝縮感、複雑性が生まれ、フレッシュ・ヴァニラやクレーム・ブリュ
レのような風味が与えられます。活き活きとした酸を保つため、10%ほどス
テンレスタンクを使用します。鮮やかな色調、リッチなフレーバー、完璧な
バランスを備えた溌剌としたシャルドネです。

164 赤 2012 オーストラリア ¥2,200 ¥1,760
芳醇なアロマと厚みのあるボディ、驚くほど豊かなシラーの香りと
上品で優雅なスタイルが特徴。非常にバランスが良く2～3年は十
分楽しめます。

163 白 2011 オーストラリア ¥2,200 ¥1,760

オーストラリアの最上級のリースリング・ブドウの大半はクレア・
ヴァレーで栽培されています。フレッシュなレモンやライムの果実
味と生き生きとした酸が完璧なバランスを保ち、清々しい余韻が長
く残ります。

162 赤 2013 フランス ¥2,250 ¥1,800

Saint ChinianとTerrasses du Larzacから厳選されたシラーが素晴
しい果実味を、ルーシヨンのグルナッシュが風味豊かな味わいを生
み出します。エコセールによってオーガニックの認定を受けていま
す。

161 白 2013 フランス ¥2,250 ¥1,800

ピクプールは溌剌さやフレッシュ感を、ルーサンヌの柑橘や白い花
の香りは豊かなフレーヴァーや厚みをワインにもたらします。アペ
リティフはもちろん、タパス料理や貝類、地中海の魚ともよく合いま
す。

160 赤 2014 フランス ¥1,700 ¥1,360

深く美しいチェリー色・輝きを持った透明感を持ち、熟したイチゴや
チェリーの爽やかな香りとスパイスの複雑な香りに溢れた芳醇な
ワインです。口に含むと心地よいタンニンに包まれ、骨格のしなや
かさ、奥行きのある豊かな味わいを感じられます。

159 白 2014 フランス ¥1,700 ¥1,360

青リンゴ・柑橘類の持つはつらつとした印象、コーンやヘーゼルナッツの
香ばしい香りを持ちます。優しく、滑らかな口当たりやバランスの取れた味
わい、そして風味の豊かさがとても印象的です。オードヴル等の冷菜、軽
い肉料理や魚料理等、幅広くお楽しみ頂けます。

ブラットピット、アンジェリーナジョリーがオーナーのセレブワイン。
ワインスペクテーターでtop100にロゼとして唯一ランクイン

158 白 2013 フランス ¥2,750 ¥2,200

アルザスの気候と土壌がこの品種の秘めたものを最大限に発揮さ
せます。優雅で群を抜いた際立ち。海産物料理、焼魚、煮魚はもち
ろんのこと、全てのアルザス郷土料理にぴったりの食通向けワイン
です。

シンプルでダイナミックなアタックの後に心地よいフレッシュ感が広がりま
す。マルメロのゼリーや、アプリコットのジャム、蜜蝋やアカシアのハチミツ
のフレーバー。オレンジピールやマンダリン、カルダモン、アニスなどのス
パイスのニュアンスもあり、心地よい余韻が長く続きます。

157 ロゼ 2014 フランス ¥3,300 ¥2,640

156 泡 NV フランス ¥7,000 ¥5,600

おかじまやワインフェスティバル2015　出展リスト

社名　ジェロボーム㈱　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2015.10.25～2015.10.26

アイテム名 タイプ VIN 国 コメント 本数

O 



出展 参考小売 当日特別
No. 価格(税抜） 価格（税抜）

ガスパール・エ・リサ　ブラン・ド・ブラン　ブリュット

JAN

ガスパール・エ・リサ　ロゼ・セック

JAN

ラ・グランハ　カヴァ　ブルット

JAN

クール・ド・クレイ　クレマン・ド・ロワール　ブリュット・ロゼ

JAN

ローラン・シュミット　クレマン・ダルザス　ブリュット

JAN

クレマン・クリュール　クレマン・ダルザス　キュヴェ・マネキネコ

JAN

ルー・デュモン　クレマン・ド・ブルゴーニュ　ロゼ　　ブラン・ド・ノワール

JAN

マチュー・プランセ　ブリュット　ブラン・ド・シャルドネ

JAN

ドビ　ブリュット・レゼルヴ

JAN

ボコパ　マリーナ・エスプマンテ

JAN

※価格はすべて税抜です

アイ周辺の1級村のピノ・ノワール80％とシャルドネ20％のス
タンダード・キュヴェ。ラベルの花はアイ村のシンボルのひな
げしです。

177 白泡 NV スペイン ¥2,200 ¥1,760
マスカット100％、アルコール度7％の甘口。現地では海が近
いため魚介のカルパッチョと一緒に飲まれています!!

176 白泡 NV フランス ¥6,500 ¥5,200

ご存知岡山出身の仲田晃司氏が手掛けるクレマン。ピノ・ノ
ワール100％のロゼ。

175 白泡 NV フランス ¥6,800 ¥5,440
シャルドネ100％のブラン・ド・ブラン。ボトルにエッチングされ
ている女性はお客様がプレゼントしてくれた絵が気に入って
採用されたものです。

174 ロゼ泡 NV フランス ¥3,300 ¥2,640

ピノ・ノワール50％、ピノ・ブラン50％のブレンド。豊かなコクと
旨味が感じられます。料飲店さまのリピート率NO1!

173 白泡 NV フランス ¥3,700 ¥2,960
樹齢40年以上のピノ・ブランとピノ・オーセロワのブレンド。黒
にゃんこの「招き猫」ラベルです。

172 白泡 NV フランス ¥3,000 ¥2,400

チャレッロ70％、パレリャーダ30％の口当たりの滑らかなカ
ヴァ。ユーモア溢れるラベルデザインはスペインの現代画家
が描いたものです。

171 ロゼ泡 NV フランス ¥2,900 ¥2,320
ピノ・ノワール、カベルネ・フラン、ピノ・ドーニス、カベルネ・
ソーヴィニヨンのブレンド。クレマン・ド・ロワールにしては珍し
い18か月の瓶熟成。

170 白泡 NV スペイン ¥2,100 ¥1,680

フランスで大人気のキャラクター「リサとガスパール」のス
パークリング。

169 ロゼ泡 NV フランス ¥2,100 ¥1,680
フランスで大人気のキャラクター「リサとガスパール」のス
パークリング。

168 白泡 NV フランス ¥2,100 ¥1,680

おかじまやワインフェスティバル2015　出展リスト

社名　（有）ヌーヴェル・セレクション　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2015.10.25～2015.10.26

アイテム名 タイプ VIN 国 コメント 本数

P 

本日お持ち帰りいただける商品です 



出展 参考小売 当日特別
No. 価格(税抜） 価格（税抜）

クレマン・ド・ボルドー
フォール・ド・ローザン

JAN 4528161004492

シャンパーニュ・ド・カステルノー
ブリュット・レゼルヴ

JAN 3257941001109

ソーヴィニヨン・ブラン
コントワール・デ・ザローム

JAN 3760200894652

モンタニー
シャルトロン・エ・トレビュシェ

JAN 3357400617701

モンタニー・プルミエ・クリュ
ドメーヌ・ド・ラ・トゥール

JAN　4528161014514

カベルネ・ソーヴィニヨン
コントワール・デ・ザローム

JAN　3760200894577

ブルゴーニュ・ピノ・ノワール
ドメーヌ・ド・ラ・トゥール

JAN　4528161014507

ボーヌ・プルミエ・クリュ・レ・シジ
ドメーヌ・ベルナール・ミヨ

JAN　4528161013715

キュヴェ・サン・ローラン
ボルドー

JAN　4528161014880

グンドハイマー・シルヴァーナ・アイスワイン　375ml
ヴァングート・シュレイバー

JAN 4528161012602

※価格はすべて税抜です

難しい年だった2013年はメルロ100％で仕上げました。
しかも今飲んでも違和感なくスムーズな喉越しです。

187
白

甘口
2013 フランス ¥3,500 ¥2,800

生産量は通常の1/10という希少性のあるデザートワイン。
デザートワインに最適な極甘口です。

186 赤 2013 フランス ¥2,000 ¥1,600

もう引退してしまったジョブロ氏の置き土産。
綺麗に熟成したピノ･ノワールをお楽しみください。

185 赤 2010 フランス ¥5,400 ¥4,320
ムルソーに本拠地を置く生産者。エレガントなピノ・ノワール。
貴重な2010年の一級畑。

184 赤 1990 フランス ¥3,700 ¥2,960

熟成させると旨くなる！と証明されたモンタニー。
25年の熟成を感じさせません。

183 赤 NV フランス ¥1,100 ¥880
高級ワインに感じられる滑らかさ、上品さ。
お買い得の一品。

182
白

辛口
1990 フランス ¥5,000 ¥4,000

納得のいく低価格ワインです。
新鮮な果実味が生き生きしております。

181
白

辛口
2013 フランス ¥3,500 ¥2,800

モンタニーは隠れた銘酒です。その風味、味わいは
時にはムルソー、ピュリニーと間違えるほどの品質がありま
す。

180
白

辛口 NV フランス ¥1,100 ¥880

2014年2015年と2年連続バリュー・ボルドーに選ばれました。
食事中これ1本で通すことのできる万能スパークリング。

179
泡
白 NV フランス ¥6,500 ¥5,200

瓶内熟成はなんと！6年！
ミレジメの魂を持つ、ノン・ミレジメ

178
泡
白 NV フランス ¥2,500 ¥2,000

おかじまやワインフェスティバル2015　出展リスト

社名　㈱アンフィニー　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2015.10.25～2015.10.26

アイテム名 タイプ VIN 国 コメント 本数

Q 

本日お持ち帰りいただける商品です 



出展 参考小売 当日特別
No. 価格(税抜） 価格（税抜）

Drappier　Brut Nature
ドラピエ　ブリュット・ナチュール

JAN：4562233513604

Drappier　Carte d'Or Brut
ドラピエ　カルト・ドール・ブリュット

JAN：4562233513666

Verget du Sud　Au Fil du Temps Blanc
ヴェルジェ・デュ・シュッド　オ・フィル・デュ・タン・ブラン

JAN：4560450048701

Verget du Sud　Au Fil du Temps Rouge
ヴェルジェ・デュ・シュッド　オ・フィル・デュ・タン・ルージュ

JAN:4560450047797

Frederic Magnien　Bourgogne Chardonnay
フレデリック・マニャン　ブルゴーニュ・シャルドネ

JAN:4560450048527

Frederic Magnien　Bourgogne Pinot Noir
フレデリック・マニャン　ブルゴーニュ・ピノ・ノワール

JAN:4560450046639

Montesecondo　Chianti Classico
モンテセコンド　キャンティ・クラシコ

JAN：4560450047377

Le Cinciole　Chianti Classico
レ・チンチョレ　キャンティ・クラシコ

JAN：4560450047490

Livernano　Chianti Classico
リヴェルナーノ　キャンティ・クラシコ

JAN：4560450040743

Felsina　Chianti Classico
フェルシナ　キャンティ・クラシコ

JAN：4560450041870

※価格はすべて税抜です

高地で育つキアンティ・クラシコ!!!

197 赤 2012 イタリア ¥3,600 ¥2,880 骨太キアンティ・クラシコ!!!

196 赤 2011 イタリア ¥3,400 ¥2,720

変化し続けるキアンティ・クラシコの造り手!!!

195 赤 2011 イタリア ¥3,600 ¥2,880 今、最も注目のキアンティ・クラシコ!!!

194 赤 2012 イタリア ¥3,800 ¥3,040

ニュータイプネゴシアン!!!
☆★フェスティバル大特価★☆

193 赤 2013 フランス ¥3,400 ¥2,380
このクラスながらニュイの葡萄だけ!!!
☆★フェスティバル大特価★☆

192 白 2013 フランス ¥3,400 ¥2,380

白ワインの魔術師!!!

191 赤 NV フランス ¥1,500 ¥1,200 驚きのコストパフォーマンス!!!

190 白 NV フランス ¥1,500 ¥1,200

純粋な味わいを求めて、リキュール添加無し!!!
☆★フェスティバル大特価★☆

189 泡白 NV フランス ¥6,600 ¥4,620
有機栽培のピノ・ノワール!!!
☆★フェスティバル大特価★☆

188 泡白 NV フランス ¥7,200 ¥4,680

おかじまやワインフェスティバル2015　出展リスト

社名　　テラヴェール㈱　　　　　　　　　　　　　　　 2015.10.25～2015.10.26

アイテム名 タイプ VIN 国 コメント 本数

R 

本日お持ち帰りいただける商品です 



出展 参考小売 当日特別
No. 価格(税抜） 価格（税抜）

Domaine du Mage Blanc
ドメーヌ・デュ・マージュ・ブラン

JAN　4543190148917

Domaine du Mage Sauvignon Blanc
ドメーヌ・デュ・マージュ・ソーヴィニヨン・ブラン

JAN　4543190149112

Domaine du Mage Reserve
ドメーヌ・デュ・マージュ・レゼルヴ

JAN　4543190146586

Wine Men of Gotham Shiraz

ワイン・メン・オブ・ゴッサム・シラーズ

JAN 4543190602204

Wine Men of Gotham Chardonnay

ワイン・メン・オブ・ゴッサム・シャルドネ

JAN 4543190602235

Yarden Chardonnay / Golan Heights Winery

ﾔﾙﾃﾞﾝ・ｼｬﾙﾄﾞﾈ　/　ｺﾞﾗﾝ・ﾊｲﾂ・ﾜｲﾅﾘｰ

JAN 4543190501194

Yarden Sauvignon Blanc / Golan Heights Winery

ﾔﾙﾃﾞﾝ・ｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ･ﾌﾞﾗﾝ　/　ｺﾞﾗﾝ・ﾊｲﾂ・ﾜｲﾅﾘｰ

JAN 4543190501583

Yarden Syrah / Golan Heights Winery

ﾔﾙﾃﾞﾝ・ｼﾗｰ　/　ｺﾞﾗﾝ・ﾊｲﾂ・ﾜｲﾅﾘｰ

JAN　4543190501316

Prosecco Extra Dry Collezione

プロセッコ・エクストラ・ドライ・コレツィオーネ　(業務店様向け)

JAN　4543190210157

Botani Espumoso　/　Bodegas Botani
ボタニ エスプモーソ　/　ボデガス・ボタニ

JAN　4543190303439

※価格はすべて税抜です

207 甘口泡 2013 スペイン ¥2,900 ¥2,320
糖と酸のバランスが素晴らしく、爽やかなフル－ツカクテルのような
味わい。アペリティフとして、またデザートワインとしても満足できる
１本です。

イスラエルならではのシラー。フルボディでいながら上品で、長く素
晴らしいフィニッシュに続きます。

206 辛口泡 NV イタリア ¥2,100 ¥1,680
フレッシュで滑らか、青リンゴ、洋梨、そしてアカシアの花の香りが
漂います。ドライ過ぎない辛口で飲みやすさが特徴です。
✈JALサクラ・ラウンジにて採用。

205 赤 2011 イスラエル ¥4,800 ¥3,840

204 白 2014 イスラエル ¥2,500 ¥2,000
魅力的なパッションフルーツ、メロン、ライム、グァバの特徴、ほの
かな木の香りによって丸みも出ています。アロマティックで新鮮なミ
ディアムボディです。

203 白 2014 イスラエル ¥3,100 ¥2,480

昨年はじめて出品した際は、珍しいワインであり味も濃厚と言う事
で反響がありました。イスラエルのゴラン・ハイツ・ワイナリーは世
界的にも評価されてます。特にシャルドネは一番人気です。今年も
是非貴重なワインをお持ち帰りください。

202 白 2014 オーストラリア ¥1,100 ¥880
アロマ豊かな香りから、ナッツやトロピカル・フルーツが感じられま
す。味わいも豊潤で心地よい質感が特徴です。

4品種のブドウから造られるこのワインは、それぞれの品種が木樽
と触れて独自のアロマを醸し出し、ともに素晴らしい構造と複雑さ
のワインを造りあげています。

201 赤 2013 オーストラリア ¥1,100 ¥880
豊満なチョコレートや、ブラックベリーの香りに黒コショウやクローブ
などのスパイスが表れます。ブラックチェリーやブラックベリーの甘
い果実の特徴が際立っています。

200 白 2012 フランス ¥2,200 ¥1,760

199 白 2014 フランス ¥1,800 ¥1,440
良い凝縮度で上品さとフレッシュさを兼ね備えています。軽快、まろ
やか、滑らかなワインです。

198 白 2014 フランス ¥1,500 ¥1,200
バランスがとれ、軽やかな味わいで、のどの渇きを癒す喜びを感じ
るワインです。

おかじまやワインフェスティバル2015　出展リスト

社名　㈱ミレジム　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2015.10.25～2015.10.26

アイテム名 タイプ VIN 国 コメント 本数

S 

本日お持ち帰りいただける商品です 



出展 参考小売 当日特別
No. 価格(税抜） 価格（税抜）

ロイマー　スパークリングジュース

JAN：9120009729618

ロイマー　ロゼ　ツヴァイゲルト

JAN：9120009726839

ロイマー　ロイス　グリューナーフェルトリーナー

JAN：9120009720035

ロイマー　レンツ　リースリング

JAN：9120009720851

ロイマー　ロイザーベルグ　グリューナーフェルトリーナー

JAN：9120009723234

ロイマー　ロイザーベルグ　リースリング

JAN：9120009725207

ロイマー　ツヴァイゲルト　ランゲンロイス

JAN：9120009720950

ロイマー　ピノノワール　ランゲンロイス

JAN：9120009723517

セロン　ラビア・オーガニックティント

JAN：8426185040464

オンタノン　ファビオ

JAN：なし

※価格はすべて税抜です

非常にバランスが良く、口の中でふくやかでジューシーなブラックフ
ルーツの果実味。フィニッシュまで香りが十分楽しめます。

217 白・甘口 2013 スペイン ¥3,400 ¥2,040

ハニー、白い花の華やかな香りの中に、ライムやグレープフルーツ
のような柑橘系の香り。酸と甘味のバランスが取れていて、よく熟
したマスカットの房をそのまま食べているような味わい。
☆★フェスティバル大特価★☆

216 赤 2011 スペイン ¥4,200 ¥2,940

ピュアフルーツの香り、チェリーやベリーのアロマ、スパイスや樽の
ニュアンス。いきいきとしていますが、複雑味を持っています。シル
キーで濃縮感があります。

215 赤 2012 オーストリア ¥5,000 ¥3,500
いきいきとした赤いフルーツのアロマとフローラル。スパイシーさも
きいていて若々しい印象。しっかりとしたストラクチャーとフレッシュ
な酸味を感じることができます。

214 赤 2012 オーストリア ¥3,500 ¥2,450

プチプチとした酸やピュアフルーツのいきいきとした香りが口の中
に広がり、またスパイスがバランスを引締め、すばらしいフィネスを
もたらします。

213 白 2013 オーストリア ¥5,200 ¥3,640
ストーンフルーツの何層にも重なったアロマ、ピュアでドライでフ
レッシュ。クリスピーな酸が中心にあって、ハニーサックル。余韻も
長めです。

212 白 2013 オーストリア ¥5,000 ¥3,500

キリッとしていてフレッシュ、スパイスやグリーンアップルの香り、
ハーブやベリーの香りで軽めのボディ。余韻はやや長めです。

211 白 2013 オーストリア ¥3,000 ¥1,800
バランスが良く非常に繊細。軽めの酸とライムの風味が口いっぱ
いに広がります。
☆★フェスティバル大特価★☆

210 白 2014 オーストリア ¥2,600 ¥1,820

ビオ認証も受けたオーガニックスパークリングジュース。ピュアで旨
味満点、まるでトマトジュースのようなブドウジュースです。

209 ロゼ 2014 オーストリア ¥2,600 ¥1,820
ストロベリーや数種類のハーブのフレッシュなニュアンスが口の中
に広がっていきます。ベリーのキャラクターがつくるフローラルな香
りがアクセントに。

208 ジュース 2014 オーストリア ¥2,000 ¥1,400

おかじまやワインフェスティバル2015　出展リスト

社名　　㈱日本グランド・シャンパーニュ　　　　　　　　　　　　　　　　　 2015.10.25～2015.10.26

アイテム名 タイプ VIN 国 コメント 本数

T 



出展 参考小売 当日特別
No. 価格(税抜） 価格（税抜）

レ・マンザーネ・プロセッコ　ＤＯＣＧ

JAN

フォッソ・コルノ・チーマ・ビアンカ

JAN

フェッロチント・シャルドネ

JAN

モンキエロ・カルボーネ・ガヴィ・デル・コムーネ・
ディ・ガヴィ

JAN

モンキエロ・カルボーネ・ランゲ・ビアンコ・タマルディ

JAN

フォッソ・コルノ・アイレス・モンテ・プルチアーノ

JAN

カンティーネ・ファッロ・カンピ・フレグレイ・ピエディ・
ロッソ

JAN

サン・ファビアーノ・カルチナイア・キャンティ・クラシコ

JAN

フェッロチント・ポッリーノ・ロッソDOP

JAN

コルテ・フィガレット・アマローネ・デッラ・ヴァルポリ
チェッラ

JAN

※価格はすべて税抜です

カラブリアＮＯ．１生産者のフェッロチントが絶滅寸前だったマリオッ
コ種を素晴らしいクオリティまで引き上げ、最高級クラスのワインを
作りました。岡山初お披露目！最高級にしてこの価格はとても魅力
的です。

227 赤 2012 イタリア ¥5,500 ¥4,400

このクオリティにしてこの価格はあり得ない価格です！！イタリアワ
インの中でも誰もが一度は飲んでみたいアマローネ。パッシート(陰
干し)したブドウを使うので濃厚な果実味と複雑味、ボリュ－ム感が
たまらない。

226 赤 2013 イタリア ¥3,000 ¥2,400

１８世紀にヨーロッパ中のブドウをダメにしたフィロキセラ禍に奇跡
的に侵されずに残ったピエディ・ロッソというブドウで作ったワイン。
口の中でゆっくりとジューシー感が伝わり、秋の夜長にも素敵なワ
インです。

225 赤 2012 イタリア ¥2,900 ¥2,320

キャンティクラシコの中でもトップのワイナリー：サン・ファビアーノ・
カルチナイア！！2012年は今まで作った中でも最高の状態に仕上
がっています！そこには秘密があるので興味のある方は聞いてく
ださい！！

224 赤 2013 イタリア ¥2,100 ¥1,680

上記と同じ生産者が最も少量だけつくる特別な白ワイン。『タマル
ディ』は現地の方言で『たまげた！驚いた！』という意味で、余りの
おいしさにビックリするという意味が込められています。９００本の
みの限定入荷。

223 赤 2014 イタリア ¥1,700 ¥1,360
フォッソ・コルノ・シリーズで最もよく売れ、最も人気のあるステンレ
スタンクで仕上げたワイン。程よい果実味の濃さとバランスの良い
酸味が心地よく、万人に愛される味わいです。

222 白 2014 イタリア ¥2,700 ¥2,160

南イタリアワインの概念が変わる新進気鋭のワイナリー：フェッロチ
ント。北には５月上旬まで雪の積もりポッリーノ山脈があり、その麓
５００ｍのエリアで作られるブドウはバランスの非常に取れたワイン
に仕上がる。

221 白 2014 イタリア ¥2,400 ¥1,920
ピエモンテ・ロエロ地域のトップ生産者であるモンキエロ・カルボー
ネが毎年少量だけ限定で作るガヴィ。しっかりと果実味がのり、ミ
ネラル感も楽しめるワイン。日本に限定１５００本のみの入荷。

220 白 2014 イタリア ¥2,300 ¥1,840

世界中でよく飲まれているイタリアのスプマンテとして有名なプロ
セッコ！リュットリゾネ(減農薬農法)でブドウ栽培をし、醸造、瓶詰
まで一貫して行うことでワインの質はズバ抜けています。日本一の
プロセッコ！！

219 白 2014 イタリア ¥1,800 ¥1,440

ＣＩＭＡ(頂上)ＢＩＡＮＣＡ(白い)という意味のワインで、このワイナリー
の近くの名峰グランサッソの頂上をイメージして作った爽やかな味
わいを体現。可愛らしいラベルのフクロウもこの近辺にいる動物を
モチーフに。

218 泡 NV イタリア ¥2,500 ¥2,000

おかじまやワインフェスティバル2015　出展リスト

社名　　㈱アルトリヴェッロ　　　　　　　　　　　　　　　　 2015.10.25～2015.10.26

アイテム名 タイプ VIN 国 コメント 本数

U 

本日お持ち帰りいただける商品です 



2015.10.25～2015.10.26

出展 参考小売 当日特別
No. 価格(税抜） 価格（税抜）

ガロフォリ　ブリュット　スプマンテ

JAN　8004375315006

ガロフォリ　G.ビアンコ

JAN　4516254009295

ガロフォリ　G.ロッソ

JAN　4516254009301

トッレゼッラ　ピノ　グリージョ

JAN　8007155333313

トッレゼッラ　カベルネ

JAN　8007155333177

ポッジョ　レ　ヴォルピ　フラスカティ

JAN　8055731070237

ポッジョ　レ　ヴォルピ　プリミティーヴォ

JAN　8055731070299

ポッジョ　レ　ヴォルピ　タトゥール

JAN　8055731070152

バローネ　リカーゾリ　キャンティ

JAN　8001291057515

カッシーナ　キッコ　ネッビオーロ　ランゲ

JAN　4516254016453

※価格はすべて税抜です

ピエモンテ州ランゲ地方は偉大なワインを生むネッビオーロ種の
栽培地として知られている。美しい赤色と共に高貴ささえ
感じられる。ローストしたお肉料理や熟したチーズとともに。

237 ミディアム 13 イタリア ¥2,100 ¥1,680

ガーネットがかった濃い赤色。完熟した赤い果実のジャムの
ようなアロマが複雑で豊満な風味がある。フルボディタイプ。

236 ライト 13 イタリア ¥1,600 ¥1,280
すみれを思わせる花の香りを伴ったワイン香とほなかなスパイス
香が感じられる。軽めの飲み口を生む心地良い酸の
バランスに優れた味わい。

235 フルボディ 12 イタリア ¥2,900 ¥2,320

新鮮なﾌﾙｰﾂの強く華やかな香りが心地良い。酸と果実味が
マイルドに調和した爽やかな飲み口。あらゆる料理に合う
優良ワイン。

234 ミディアム 14 イタリア ¥1,600 ¥1,280
艶のあるルビーレッド色。いきいきとしたタンニンがあり、
濃く滑らかな口当たり。南イタリアならではの地ぶどうの
力強さが上手に表現された上質な味わい。

233 辛口 14 イタリア ¥1,600 ¥1,280

アロマティックな果実味をほんのり感じるエレガントで
バランスの取れた仕上がり。アンティパストから魚料理などに
最適。

232 ライト 13 イタリア OPEN ¥1,000
北イタリア、ヴェネト州特有の陶酔するような香りとタンニンを
伴う。リッチなソースを使った鶏料理、熟成したチーズとの
相性が良い。

231 辛口 14 イタリア OPEN ¥1,000

フルーティで軽やかな口当たり、デイリーワインとして最高。
スタイリッシュなラベルとコストパフォーマンスの高さが光る
１本です。

230 ライト 14 イタリア ¥1,200 ¥960
フレッシュで香り高く果実味たっぷりに仕上がっています。
熟したベリー系の華やかな開放的なテイストは毎日飲みに
十分です。

229 辛口 14 イタリア ¥1,200 ¥960

本数

228 泡・辛口 NV イタリア ¥2,200 ¥1,760
白く輝く細やかな泡。熟れた白桃の風味を伴う。
若々しく果実味あふれる、フレッシュな辛口。

おかじまやワインフェスティバル2015　出展リスト

社名　㈱フードライナー

アイテム名 タイプ VIN 国 コメント

V 



出展 参考小売 当日特別
No. 価格(税抜） 価格（税抜）

プラグストス　ティント

JAN 8427683125530

エル・ピカロ

JAN　8437008695822

エル・レシオ

JAN　8437008695891

エル・ビエホ

JAN　8437008695853

ペラモル　ベルデホ　

JAN　8437010690174

リバリス　ブランコ

JAN　8437003857638

グラン　リバリス

JAN　8437003857539

カプリチョ　ブランコ

JAN　8437002263027

サンジョアン　グラン・レセルバ

JAN　8429617040018

マンサニージャ　マルハ　ハーフ

JAN　8437013189637

※価格はすべて税抜です

247 シェリー N.V. スペイン ¥1,900 ¥1,520
黄金色で、ほのかに潮風を感じるカモミールの上品な香り。ミネラ
ル感が豊かでフレッシュな味わい。

少し緑がかった黄金色のフルーティーな香り。綺麗な酸味と果実味
のバランスが絶妙な味わい。

246 白泡 2009 スペイン ¥2,600 ¥2,080
3年以上瓶内熟成したグラン・レセルバを冠する高品質で味わい深
いスパークリングワイン。

245 白 2013 スペイン ¥3,000 ¥2,400

244 白 2007 スペイン ¥2,000 ¥1,600
複雑で深みのあるエキゾチックな香り。区画の中でも特に古樹の
ぶどうを使用したやや甘口のワイン。

243 白 2013 スペイン ¥1,800 ¥1,440
フルーティーでエレガントな香り。丸みのある口当たりで味わいは
濃厚、ほんのり甘口。

242 白 2013 スペイン ¥1,600 ¥1,280
フルーティーな香りがあり、すっきりした酸味とフルーティな果実味
を持つワインです。

口当たりは丸みを持つクリーミーな質感。果実味、ミネラル感はパ
ワフルさや重厚感が味わえる。

241 赤 2010 スペイン ¥5,500 ¥4,400
口当たりは濃厚で肉厚、こなれて丸みのあるタンニンが甘みとコク
を感じさせる。

240 赤 2012 スペイン ¥3,000 ¥2,400

239 赤 2013 スペイン ¥1,900 ¥1,520
ベリー系を思わせるフルーティーで濃厚な香りにミネラル感が生き
ている。高樹齢のぶどう樹由来の甘味や旨味が凝縮され複雑な味
わい。

238 赤 - スペイン ¥1,300 ¥1,040
レッドフルーツと花の香りで、柔らかでボディバランスのよい味わ
い。

おかじまやワインフェスティバル2015　出展リスト

社名　　（有）オーケストラ　　　　　　　　　　　　　　 2015.10.25～2015.10.26

アイテム名 タイプ VIN 国 コメント 本数

W 



出展 参考小売 当日特別
No. 価格(税抜） 価格（税抜）

マンサニージャ・ラ・ヒターナ

JAN　８４１１７０５１００１１７

オロロソファラオン

JAN　８４１１７０５１００１３１

モスカテルイダルゴ

JAN　８４１１７０５１００１９３

クロラソレヤブリュット

JAN　８４３７００４５８４１７５

トレロンガレスマカベオ

JAN　８４２４６５９１０３５６１

トレロンガレスシラー　

JAN　８４２４６５９１０３５７８

アルバリーニョコンデスデアルバレイ

JAN　８４２０６１２３６０７５０

ラモンビルバオシングルヴィンヤード

JAN　８４１３４２３１１１４７５

コンデデエルヴィアス

JAN　

５０－５０

JAN８４３７０１３８４００５７

※価格はすべて税抜です

257 赤 2008 スペイン ¥2,700 ¥1,980
凝縮して濃厚なベリー系の香り、豊富で力強いミネラルのフレー
バーが特徴。  ☆★フェスティバル大特価★☆

スパイシーで力強いコクが感じられます。

256 赤 2008 スペイン ¥9,000 ¥7,200
フィロキセアに侵されていない樹齢100年以上の樹から収穫された
テンプラニーリョとグラシアーノを使用。18カ月樽熟成。

255 赤 2012 スペイン ¥1,900 ¥1,520

254 白 2013 スペイン ¥2,000 ¥1,600 フルーティーなブーケを持っています。

253 赤 2013 スペイン ¥1,200 ¥960
ブラックベリーとプラムのアロマ。スパイスのニュアンスが味わいに
骨格を持たせます。

252 白 2014 スペイン ¥1,200 ¥960
バナナや白桃、青りんごを思わせるフルーティーな香り。強すぎな
い酸味が特徴。

モスカテルというぶどう品種特有の香りが秀でていて、甘い香りとと
もに、花のような香り、柑橘系の香りも楽しめます。

251 泡 NV スペイン ¥1,300 ¥1,040 酸味と甘みのバランスが取れたカヴァ。フレッシュな口当たり。

250 シェリー NV スペイン ¥2,500 ¥2,000

249 シェリー NV スペイン ¥3,300 ¥2,640
クルミのような豊かな香りが特徴。ビロードのようななめらかな口当
たりとふくよかさが感じられます。

248 シェリー NV スペイン ¥2,000 ¥1,600 フレッシュなリンゴの香りが広がる、すっきりとした辛口タイプです。

おかじまやワインフェスティバル2015　出展リスト

社名　　ユニオンリカーズ㈱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2015.10.25～2015.10.26

アイテム名 タイプ VIN 国 コメント 本数

X 



出展 参考小売 当日特別
No. 価格(税抜） 価格（税抜）

エナフ・パテ　オリジナル

JAN　30000117

エナフ・パテ　オニオン＆ベーコン

JAN　3537580701821

エナフ・レバーパテ

JAN　30000124

エナフ・パテ・ド・カンパーニュ

JAN　30000131

エナフ・リエット 78g缶

JAN　30000148

エナフ・サーモンムース　50gｘ2

JAN　3537580705997

パスキエ・ミニトースト　プレーン

JAN　3182180051014

パルテノン・カラマタオリーブ タイム ＆ パセリ 

JAN　0609628454150

パルテノン・グリーンオリーブ フェンネル＆コリアンダー 

JAN　0609628454259

パルテノン・ミックスオリーブ チリ＆バジル 

JAN　0609628454457

※価格はすべて税抜です

ハーブが香るオリーブ（グリーンオリーブ）

267 食品 － ギリシャ オープン ¥380 ハーブが香るオリーブ（カラマタオリーブ＆グリーンオリーブ）

266 食品 － ギリシャ オープン ¥380

サクサク食感が長持ち。アペリティフに最適なフランス産ミニトース
ト。

265 食品 － ギリシャ オープン ¥380 ハーブが香るオリーブ（カラマタオリーブ）

264 食品 － フランス オープン ¥210

フランス・ブルターニュ産の豚肉加工品

263 食品 － フランス オープン ¥420 フレッシュクリーム入りのサーモンムース

262 食品 － フランス オープン ¥320

フランス・ブルターニュ産の豚肉加工品

261 食品 － フランス オープン ¥250 フランス・ブルターニュ産の豚肉加工品

260 食品 － フランス オープン ¥250

フランス・ブルターニュ産の豚肉加工品

259 食品 － フランス オープン ¥330 フランス・ブルターニュ産の豚肉加工品

258 食品 － フランス オープン ¥330

おかじまやワインフェスティバル2015　出展リスト

社名　 日仏貿易㈱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2015.10.25～2015.10.26

アイテム名 タイプ VIN 国 コメント 本数

Y 

本日お持ち帰りいただける商品です 


