


試飲会会場MAP

注文コーナー 
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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。 

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。 
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A  イタリア＆オーストラリアの注目ワインが登場！ I 泡・白・ロゼ・赤、フルメンバーで登場！ Q 普段飲みできる良質のワインをお届け！

【モトックス】　　　　　　　　　　　　　　P4　 【サッポロビール】                                  P12 【サントリー＆ファインズ】                     P20

B 繊細なオーストリア＆超特価スペイン！ J オーストラリアを代表するワイナリー特集！ R 現存する日本最古のワイナリー！

【日本グランドシャンパーニュ】　　　　　　P5 【ペルノ・リカール】                               P13 【まるき葡萄酒】                                    P21

C めくるめく、スペインの魅力！ K びっくりコスパの南アフリカ！ S 国産ワインの雄、マンズワイン！

【オーケストラ】                                       P6 【H&C】                　　　　　　　　　　   P14 【キッコーマン食品】 　　　　　              P22

D 産地を代表する造り手たちのワイン！ L 飲み頃のバックヴィンテージが入荷！ T 世界に轟く有名ワインとコスパワインで登場！

【メルシャン】　                                       P7 【アンフィニー】                                     P15 【アサヒビール＆エノテカ】                     P23

E 世界のファインワインをお楽しみください！ M オーストラリア＆ニュージーランドがお目見え！ ● チーズ盛り合わせプレート　\500（税込）

【日本リカー】                                          P8 【ヴァイ＆カンパニー】　　                      P16 【フロマジュリー・ピノ】                                 

F センスがあって、技がある。匠のワインをご紹介。 N リッチ＆ボリューミーなワイン大集合！ ★ ワインのおつまみ　試食販売コーナー

【ヌーヴェルセレクション】　                     P9 【稲葉】　                                     　　　P17 ※数量限定

G イタリア！イタリア！！イタリア！！！ O あの銘柄も！人気のカリフォルニア特集！

【フードライナー】                                  P10 【中川ワイン】 　                                    P18

H 岡山初登場！自慢のコスパワインがずらり。 P 1000～3000円のバリューなカリフォルニア。

【ヴィントナーズ】　　　　　                   P11 【ワイン・イン・スタイル】                   　P19

各ブース紹介

有
料
試
飲

◎オーパス・ワン1996　\5,000/50ml

◎オーバチュア NV　\2,000/50ml

◎シャトー・ムートン1995　\5,500/50ml

※数量限定



出展 参考小売 当日特別
No. 価格(税抜） 価格（税抜）

ドモード・トレッビアーノ・ダブルッツォ

JAN　4997678488826

エッダ

JAN　4997678496371

ドモード・モンテプルチアーノ・ダブルッツォ

JAN　4997678488819

ロッソ・ディ・ノートリ

JAN　4997678481186 

ソウマ・ピノノワール　ヘキサム・ヴィンヤード

JAN　4997678483012

アゼリア　ランゲ　ネッビオーロ

JAN　4997678482008 

アイドル・ワイルド・ワインズ
ドルチェット・フォックス・ヒル・ヴィンヤード

JAN　4997678495350

ジュスト・ディ・ノートリ

JAN　4997678481162

ヒルズ・サイダー　アップル＆ジンジャー　シードル
（330ml）

JAN　4997678487997 

ブラス　ポートブラス　ファイン・ルビー

JAN　4997678482466 

※価格はすべて税抜です

爽やかで爽快感のある生姜やジャスミン等の花のアロマ。新鮮なリ
ンゴと生姜が混じり合うことで、心地よい苦味と甘みを生み出しま
す。長い余韻を持つ大人好みなシードルです。

10 赤極甘口 ＮＶ ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ ¥2,700 ¥2,160
ラズベリーやカシスといった溢れんばかりの果実の香りに深いル
ビー色。フルボディで凝縮した赤果実のアロマを堪能して頂けるル
ビータイプのポートワイン。

9 やや辛口 ＮＶ ｵｰｽﾄﾗﾘｱ ¥550 ¥440

ブラックチェリーやドライ果実、アーモンドやハーブなど複雑味のあ
るアロマを持ち、エレガントでコクと深さを持つ果実味が特徴。タイ
トな骨格で程よいタンニンを持つドルチェットです。

8 ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ 2013 イタリア ¥9,000 ¥7,200
プルーンや桑の実など数えきれない果実風味の香りとボリューミー
な味わいが鉄分のニュアンスと溶け合う。きめ細やかで密なビロー
ド的タンニンもまさに秀逸。

7 ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ 2014 アメリカ ¥4,700 ¥3,760

ラズベリーやサクランボ等の繊細で丸みのある風味に、ミネラル感
と心地よい酸味が美しい。オーク樽での熟成がマッシュルームのよ
うな複雑味を与えます。

6 ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ 2013 イタリア ¥3,500 ¥2,800
比較的若木で造る華やかで味わい深い柔和なネッビオーロワイ
ン。日常的に楽しむ用としてステンレス仕上げに。品種の特徴であ
る花や赤果実を純粋に楽しむことができる。

5
ﾐﾃﾞｨｱﾑ
ﾎﾞﾃﾞｨ

2015 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ ¥2,900 ¥2,320

紫色を帯びた深いルビー色。プラムやチェリーの溢れるアロマに、
ローズマリーやバニラのブーケ。ジューシーで滑らかな果実味が特
徴の飲み応えあるワインです。

4
ﾐﾃﾞｨｱﾑ
ﾎﾞﾃﾞｨ

2014 イタリア ¥2,400 ¥1,920
カシスやブラックチェリーの果実香。ふくよかな味わい。果実味が
豊かでそれに負けないミネラルや酸味などのバランスが取れてお
り、とても上品。

3
ﾐﾃﾞｨｱﾑ
ﾎﾞﾃﾞｨ

2014 イタリア ¥1,100 ¥880

緑色を帯びた麦わら色。柑橘系の爽やかな香りの中にスパイスと
トロピカルフルーツの甘やかなアクセント。生き生きとした酸が心地
よいフレッシュな味わい。

2 白辛口 2015 イタリア ¥2,500 ¥2,000
華やかな白い花のアロマと、完熟したリンゴの香りが複雑に混じり
あう。オーク樽熟成に由来する香ばしさと果実味が官能的な味わ
いを生み出しています。

1 白辛口 2015 イタリア ¥1,100 ¥880

おかじまやワインフェスティバル2016　出展リスト

社名　㈱モトックス　　　　　　　　　　　　　　　 2016.10.2

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）

ライテラー　シルヒャー　フリッツァンテ

JAN

ロイマー　EXTRA BRUT

JAN

ロイマー　BRUT ROSE

JAN

ロイマー　グリューナーヴェルトリーナー　カンプタール

JAN

ハイジェンノイマン　ゲミシュター　ヌースベアク

JAN

ピットナウアー　ピッティ

JAN

ピットナウアー　ピノノワール　ドーフラーゲン

JAN

モンマルサル　ティント　クリアンサ

JAN

モンマルサル　ガルナッチャ

JAN

オンタノン　マルコ・ファビオ

JAN

※価格はすべて税抜です

明るく強めのバイオレット色。心地よい香りの強さで、たばこの焦げ
た香り。紫系の果実、乾燥イチジク、バルサミコやミネラルのニュア
ンス。しっかりとした甘味と豊富なタンニンが感じられます。

20 白 2013 スペイン ¥3,400 ¥1,200
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。

19 赤 2012 スペイン ¥2,200 ¥1,000

18 赤 2012 スペイン ¥1,800 ¥1,000
光沢のある深いルビーレッド。バニラ、シナモン、黒こしょうのスパ
イシーな香り。なめらかなタンニンとしっかりとしたコクのバランスが
絶妙です。少し冷やしてお召し上がりください。

17 赤 2013 オーストリア ¥3,800 ¥2,600

中位の深紅。オレンジピールの砂糖漬け、赤い野生の実、上品な
ハーブの香り。まろやかな酸、赤い実の豊かな果実味、良くこなれ
た軽やかなタンニン、わずかにスミレやハイビスカスの風味を感じ
ます。

グリューナーヴェルトリーナーのフレッシュさや、白コショウのニュア
ンスがはっきりしていて、味わいに複雑味があります。それぞれの
葡萄品種が持つ酸がうまくあわさり、ミネラルのバランスも絶妙で
す。

16 赤 2015 オーストリア ¥3,000 ¥1,800
深いルビーにスミレ色。熟したチェリーと繊細なスパイスの香り。旨
味に溢れジューシー、ベリーとフレッシュで生き生きとした酸。飲み
込んだ後にまろやかな余韻が残ります。

15 白 2015 オーストリア ¥3,800 ¥2,600

14 白 2015 オーストリア ¥3,500 ¥2,400
魅力的なハーブ、ペパリーなスパイスの後に、むいたばかりのリン
ゴのフレッシュな果実味。口の中ではキビキビとしてクリスピーな酸
を感じられる一方で、美しいバランスです。

13 泡 NV オーストリア ¥5,200 ¥3,600
ツヴァイゲルト64％、ピノノワール36％。桜を思わせる魅力的なロ
ゼ。幾つかの赤いベリー系と花のエレガントな香り。泡も細かく、タ
イトな印象の中に、たっぷりと果実味とバラのニュアンス。

ブドウの熟成を待ち、出来るだけ収穫を遅らせ、ワインの残糖は7ｇ
/ｌ。このことが、鋭い酸を和らげています。フレッシュで果実味にあ
ふれた爽快な味わいです。

12 泡 NV オーストリア ¥4,800 ¥3,300
ツヴァイゲルト67％、ピノノワール33％。青リンゴとライムの香り、ク
リーミーで細かい泡。ミネラルかつ心地よい酸味。フレッシュな印象
の中にフィネスを感じられます。

11 泡 2015 オーストリア ¥3,000 ¥1,800

おかじまやワインフェスティバル2016　出展リスト

社名　㈱日本グランドシャンパーニュ　 2016.10.2

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）

プラグストゥス　ブランコ

JAN　8427683122706

プラグストゥス　ティント

JAN　8427683125530

スクアード　スリー

JAN　8437008635156

リバース　シックス

JAN　8437008635118

エクスクルーシブ　ナンバーナイン

JAN　8437008635002

リバリス　ブランコ

JAN　8437003857638

カプリチョ

JAN　8437002263027

ビノ　モスカテル

JAN　8427221027616

サン・ジョアン　グラン・レゼルバ ブリュット ナチュレ

JAN　8429617040018

マンサニージャ　ラ　サンルケーニャ

JAN　8437004405029

※価格はすべて税抜です

サクラアワード2016ダブルゴールド受賞。3年以上の瓶内二次発酵
を経た細かく上品な泡を持ち、ドライでバランスの良い味わいのグ
ラン・レセルバです。

30 シェリー NON スペイン ¥2,000 ¥1,600
マンサニージャの産地『｢サンルーカル｣の人』を意味する「ラ・サン
ルケーニャ」。味わいは非常にフレッシュで、フィノにはない爽やか
でスムースな酸味。

29 白泡 2011 スペイン ¥2,600 ¥2,080

28 白 NON スペイン ¥1,600 ¥1,280
フレッシュなモスカテル果汁にぶどう果汁で作ったブランデーを加
え、アルコール度数を15%に調整したほのかな甘口のリキュール。

27 白 2014 スペイン ¥3,000 ¥2,400
少し緑がかった黄金色で洋ナシや桃、りんごなどのフルーティーな
香りで綺麗な酸味と果実味のバランスが絶妙で濃いと思える
ジューシーな味わい。

赤紫色で深い色合い。果実の砂糖漬けやスパイス、ミネラルの香
り。タンニンと酸のバランスが素晴らしく、濃厚で深みある味わいが
広がる。

26 白 2014 スペイン ¥1,800 ¥1,440
アプリコット、マスカット、パイナップル、パッションフルーツなどのフ
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。

25 赤 2005 スペイン ¥6,500 ¥5,200

24 赤 2011 スペイン ¥2,500 ¥2,000
紫がかった黒に近い赤。よく熟した黒い果実と樽由来の香りが交じ
り合う濃厚な香り。口当たりは丸く、豊満で力強い。

23 赤 2011 スペイン ¥2,400 ¥1,920
輝きのある濃いチェリーレッド。赤い果実やスパイス、バルサミコの
香り。口当たりはやわらかだが、凝縮した果実の旨みをともなった
骨格のあるワイン。

縁が鋼色で澄んだ淡い黄色。白い花とグレープフルーツの香りで、
かすかに青リンゴの風味のある、バランスのよい柔らかな味わい。

22 赤 NON スペイン ¥1,300 ¥1,040
縁がルビー色の澄んだチェリーレッド。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。

21 白 NON スペイン ¥1,300 ¥1,040

おかじまやワインフェスティバル2016　出展リスト

社名　㈲オーケストラ　　　　　　　　　　　　　　　 2016.10.2

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）

ラ・ロスカ　ブリュット

JAN　　8410013993596

ラ・ロスカ　ロゼ

JAN  　8410013016851

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

カッシェロ・デル・ディアブロ　デビルズ・ブリュット

JAN　　4973480852703

ウィザー・ヒルズ　ソーヴィニヨン・ブラン

JAN　　4973480817689

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

フアン・フランシスコ・ソリス　レセルバ

JAN　　4973480668991

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

ロバート・モンダヴィ・ワイナリー
カベルネ・ソーヴィニヨン

JAN　　4973480631131

※価格はすべて税抜です

【悪魔の蔵の伝説を持つワイン】
その年最高区画のブドウのみ使用した、ワンランク上のワイン。
凝縮した果実の香り、チョコレートのアロマに柔らかいタンニン。

40 赤 2013 アメリカ ¥6,360 ¥5,220
【オーパスワンを手掛けるロバートモンダヴィ】
リッチな味わいとシルキーなタンニンが心地よく、ブラックベリー、
プラムの奥深いアロマ、長い余韻と複雑な味わいが楽しめます。

39 赤 2014 チリ ¥1,730 ¥1,420

【悪魔の蔵の伝説を持つワイン】
その年最高区画のブドウのみ使用した、ワンランク上のワイン。
柑橘系、トロピカルフルーツ、ミネラル香が絡む魅力的なアロマ。

38 赤 2010 スペイン ¥1,370 ¥1,130
【グレートヴィンテージ2010年が驚きの価格！】
このワインはセンシベル（＝テンプラニーリョ）を１年以上アメリカン
オークで熟成し、更に３～４年瓶熟成しています。

37 白 2015 チリ ¥1,730 ¥1,420

【ワイン王国五つ星獲得！悪魔のスパークリングワイン】
冷涼なリマリ・ヴァレーで収穫したシャルドネ主体に造られ、
シトラス、青リンゴの香りと爽やかな酸味のバランスが◎。

36 白 2014 ニュージー
ランド ¥2,440 ¥2,000

【サクラアワード金賞のＮＺ産ソーヴィニヨン・ブラン】
いきいきとしたライムなどの柑橘系の果実の風味と、心地よい
酸が特徴的なミネラル感のあるフィニッシュのワインです。

35 スパーク NV チリ ¥1,900 ¥1,560

【スペイン王室御用達ワイナリー】
伝統品種を使用し、繊細な料理とも合わせて楽しめる味わい。
バルセロナをイメージした美しいスリーバーボトルです。

34
カヴァ

（スパーク）
NV スペイン ¥2,270 ¥1,860

【スペイン王室御用達ワイナリー】
伝統品種であるモナストレル、ガルナッチャ、トレパットを使用した、
色鮮やかな辛口ロゼスパークリングです

33
カヴァ

（スパーク）
NV スペイン ¥2,270 ¥1,860

【驚きの高コスパカヴァ】
豊かな泡、青リンゴを思わせるフレッシュな果実の香り、アフターに
ほのかに感じる熟成由来の香ばしい香りも楽しめます。

32
カヴァ

（スパーク）
NV スペイン ¥1,080 ¥880

【驚きの高コスパカヴァ】
豊かな泡に加え、赤い果実を思わせるフレッシュな果実由来の
香りを持つさわやかな味わいのカバです。

31
カヴァ

（スパーク）
NV スペイン ¥1,040 ¥850

おかじまやワインフェスティバル2016　出展リスト

社名 メルシャン㈱　　　　　　　　　　　　　 2016.10.2

アイテム名 タイプ VIN 国 コメント 本数

D 



出展 参考小売 当日特別
No. 価格(税抜） 価格（税抜）

カヴィット
アチェント　ブリュット

JAN　　8007890001256

シャンパーニュ　パイパー・エドシック
エッセンシエル　キュヴェ　ブリュット

JAN　　3018333004050

シャンパーニュ　シャルル・エドシック
ブリュット　レゼルヴ

JAN　　3037900003678

M.シャプティエ
ペイ・ドック　ルージュ

JAN　　4900251002371

M.シャプティエ
ペイ・ドック　ブラン

JAN　　4900251002388

レー・ケンダーマン
ブラック・タワー　ドライ・リースリング　オーガニック

JAN　　4069600015940

フェウディ・デル・ヴェスコヴォ
アリアニコ・デル・ヴルトゥレ

JAN　　8019873926111

フェウディ・デル・ヴェスコヴォ
グレコ・フィアーノ　バジリカータ

JAN　　8019873826138

ルイ・ジャ
ソンジュ・ド・バッカス　ブルゴーニュ　ピノ・ノワール

JAN　　4900251002180

ルイ・ジャ
ソンジュ・ド・バッカス　ブルゴーニュ　シャルドネ

JAN　　4900251002197

※価格はすべて税抜です

【「バッカスの夢」という名のスーパーブルゴーニュ】
フルーティーでエレガントな香り。タンニンはなめらかで、力強さの
中にエレガントさが感じられる味わいのワインです。

50
白

辛口
2014 フランス ¥3,300 ¥2,640

【「バッカスの夢」という名のスーパーブルゴーニュ】
いきいきとした酸とミネラル、白い花やフルーツを思わせる瑞々しく
芳醇な香りと味わいが広がります。

49
赤

ミディアム
ボディ

2013 フランス ¥3,300 ¥2,640

【バジリカータの新星が造るモダンな有機ワイン】
完熟した赤いベリー類や、様々なスパイスの複雑な香りが感じられ
ます。樽由来のヴァニラの香りもしっかりと感じられます。

48
白

辛口
2014 イタリア ¥1,600 ¥1,280

【バジリカータの新星が造るモダンな有機ワイン】
レモンなどの柑橘類、白桃などの熟れた果実と、様々な花の香り
が混じります。さわやかな酸味があるフレッシュでクリーンなワイン
です。

47
赤

ミディアム
ボディ

2013 イタリア ¥1,600 ¥1,280

【ＰＰ100点常連蔵が造るコスパ度抜群のワイン】
熟したグレープフルーツを思わせる柑橘類の香り。果実味が豊か
で、キレの良い酸味がある飲みやすいワインです。

46
白

辛口
2015 ドイツ ¥1,500 ¥1,200

【ドイツで最も成功したワインブランドの新製品】
ＥＵの認証を受けた有機栽培のリースリングのみから造られていま
す。さわやかな酸味があり、キリッとした辛口です。

45
白

辛口
2015 フランス ¥1,200 ¥960

【長期熟成と品質追求による唯一無二のスタイル】
60クリュより選別したブドウのベースワインと平均10年間熟成したリ
ザーヴワインを40％ブレンドした、繊細で複雑なアロマが際立つ
シャンパン。

44
赤

ミディアム
ボディ

2014 フランス ¥1,200 ¥960
【ＰＰ100点常連蔵が造るコスパ度抜群のワイン】
美しい赤色。赤い果実やブラックカラントを思わせる香り。果実味に
あふれたフレッシュで、飲みやすいワインです。

43
白泡
辛口

NV フランス ¥7,500 ¥6,000

【トレントの共同組合が造る高品質スプマンテ】
シャルドネ品種のみから造られる、豊かで持続性のある泡立ちの
フレッシュなスパークリングワインです。

42
白泡
辛口

NV フランス ¥6,300 ¥5,040
【カンヌ国際映画祭公式シャンパーニュ】
リンゴや洋ナシ、香ばしいアーモンドのアロマをもち、長期熟成によ
る、力強く凝縮された味わいが特長です。

41
白泡
辛口

NV イタリア ¥1,750 ¥1,400

おかじまやワインフェスティバル2016　出展リスト

社名 日本リカー㈱　　　　　　　　　　　　　 2016.10.2

アイテム名 タイプ VIN 国 コメント 本数

E 



出展 参考小売 当日特別
No. 価格(税抜） 価格（税抜）

プラ・デル・レ　プロセッコ　ミレジマート　エクストラ・ドライ

JAN：8052478340142

アラン・ナヴァール　ブリュット・プレスティージュ

JAN：なし

スゴンデ・シモン　ブリュット　グラン・クリュ　キュヴェN

JAN：なし

ローラン・シュミット　エデルツヴィッカー　1000ml

JAN：なし

ドメーヌ・デ・ムーラン・カミュ
ミュスカデ　セーヴル・エ・メーヌ　シュール・リー

JAN：なし

ドメーヌ・デ・シュネ　アンジュ・ルージュ

JAN：なし

トマス・レーナー　ツヴァイゲルト　ノイジードラーゼー

JAN：9120064970017

ラ　グランハ360 テンプラニーリョ

JAN：8437003286636

ファレ・イ・カタスス　コンタ・オヴェレス　ネグレ

JAN：8437003281662

ボナミー　キュヴェ・ルージュ　ドゥミ・セック

JAN：3700147317593

※価格はすべて税抜です

シラー50%,ﾒﾙﾛ30%,ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ20%｡コンタ・オヴェレス（羊を数
えてください）にはリラックスしてワインを楽しみゆっくりお休みくださ
い。との想いが込められております。

60 泡赤 NV フランス ¥2,700 ¥2,160
シャンパーニュ方式による半甘口の赤色スパークリングです。良く
冷やして食前酒やデザートと一緒にお召し上がりください。

59 赤 2014 スペイン ¥2,300 ¥1,840

ラズベリーやイチゴのフルーティな香りがチャーミングで渋みもまろ
やかです。少し冷やし気味の温度で飲まれることをお勧めします。

58 赤 2014 スペイン ¥1,400 ¥1,120
ラグランハは「世界中の食卓に笑顔とおいしさ」をお届けするという
コンセプトでつくられたブランドで、ラベルのデザインもスペインの
画家が描いたユーモアあふれるものです。

57 赤 2013 オーストリア ¥2,500 ¥2,000

柑橘果実の風味が爽やかで特にパリのビストロなどで魚介類に合
わせて気軽にがぶ飲みされています。

56 赤 2013 フランス ¥2,300 ¥1,840
果実味が豊かで酸味と渋みが程よく感じられます。赤身のお肉が
食べたくなります。

55 白 2015 フランス ¥1,900 ¥1,520

クリュッグへの葡萄の最大供給元が造るスタンダード・キュヴェ。
1983年から継ぎ足しているヴァン・ド・レゼルヴが50％入っていま
す。

54 白 2014 フランス ¥2,500 ¥2,000
アルザスの高貴品種5種類をブレンド。甘味と酸味のバランスがよ
く口当たりが柔らかで飲みやすいタイプです。お得な1000mlサイズ
で‼

53 泡白 NV フランス ¥6,900 ¥5,520

2015年3月にイタリアで行われた展示会「VINITALY]で衝撃的なデ
ビューを果たした「３Dﾗﾍﾞﾙ｣｡味が美味しいのは言うまでもありませ
ん‼

52 泡白 NV フランス ¥7,600 ¥6,080
2014年9月のジョージ・クルニーさんの結婚式に供されたオフィシャ
ル・シャンパーニュです。

51 泡白 2014 イタリア ¥2,600 ¥2,080

おかじまやワインフェスティバル2016　出展リスト

社名 ㈲ヌーヴェルセレクション　　　　　　　　　　　　 2016.10.2

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）

ピエロパン　ソアーヴェ　クラッシコ

JAN　　8023352000018

ピエロパン　ルベルパン　ヴァルポリツェッラ

JAN　　451625400273

トッレゼッラ　シャルドネ　ブリュット

JAN　8007155000765

トッレゼッラ　ソービニヨン　ヴェネト

JAN　　8007155333337

トッレゼッラ　ピノ　グリージョ

JAN　　8007155333313

バローネ　リカゾリ　キャンティ

JAN　　8001291057515

バローネ　リカゾリ　　ブローリオ　キャンティ　クラッシコ

JAN　　8001291020014

バローネ　リカゾリ　ブローリオ　ビアンコ

JAN　8001291077513

ブライダ　ブリッコ　デル　ウッチェローネ

JAN　451625001893

コッキ　アスティ　スプマンテ

JAN　8007117010047

※価格はすべて税抜です

バルベラダスティDOCGをこの世に偉大なワインとして
登場させたのが　ジャコモ　ボローニャ氏。氏の第一号作品。

70 甘口 NV イタリア ¥2,200 ¥1,720
マスカット種で造られる、白桃を感じさせる
フルーティでフローラルな甘口デザート泡ワイン。

69 フル 13 イタリア ¥7,800 ¥6,100

キャンティワインと言う時　必ず“ブローリオ”と言い添えられる
別格品。満足度は申し分ありません。

68 辛口 14 イタリア ¥2,700 ¥2,100 花の香りとゆたかな果実味が風味と共に広がる。

67 ミディアム 14 イタリア ¥2,900 ¥2,260

北イタリアで生まれ育った
フルーティなアロマが持ち味。
ピノグリージョ種はアメリカでは人気の高いイタリア白ワイン。

66 ライト 14 イタリア ¥1,600 ¥1,250
美しい色と共にさわやかな飲み口。
バランスの整れた充分なおいしさのファインワイン。

65 辛口 15 イタリア ¥1,200 ¥940

酸味と果実味のバランスが良く、お食事で気持ちの良い
スタートがきれるスパークリングワイン。

64 辛口 15 イタリア ¥1,200 ¥940
香り高くフレッシュ。軽いアンティパストから
メインの魚介類料理まで広く使えます。

63 辛口 NV イタリア ¥1,600 ¥1,260

イタリアで白ワインでは有名なソアーヴェにおいて
まず最初に名前の上がるメーカーの秀逸品。

62 フル 12 イタリア ¥3,500 ¥2,730
完全なまでの手造りワインメーカー　ピエロパン氏の造る
ヴァルポリチェッラでは一番高価な品。

61 辛口 15 イタリア ¥2,300 ¥1,790

おかじまやワインフェスティバル2016　出展リスト

社名 ㈱フードライナー　　　　　　　　　　 2016.10.2

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）

カバ・ブリュット　/　パレス・バルタ

JAN : 4 5 8 0 1 6 8 6 6 8 0 3 9

ビオ・ビオ・シャルドネ　/　チェーロ・エ・テッラ

JAN : 4 5 6 2 3 7 6 2 7 0 2 4 2

エストラテゴ・レアル・ブランコ　/　ドミニオ・デ・エグレン

JAN : 4 5 6 0 1 7 0 9 6 8 3 1 0

ブルゴーニュ・コート・シャロネーズ・ビュイソニエ・シャルド
ネ　/　カーヴ・デ・ヴィニュロン・ド・ビュクシー

JAN : 4 5 7 3 2 7 2 5 6 6 7 7 3

ビオ・ビオ・メルロー　/　チェーロ・エ・テッラ

JAN : 4 5 6 2 3 7 6 2 7 0 8 0 8

エストラテゴ・レアル・ティント　/　ドミニオ・デ・エグレン

JAN : 4 5 6 0 1 7 0 9 6 8 0 3 7

ピノ・ノワール　/　ロロン・エ・フィス

JAN : 4 5 8 0 1 6 8 6 6 7 0 2 5

レザマン・ドゥ・モンペラ・コート・ド・ボルドー　/
デスパーニュ

JAN : 4 5 7 3 2 7 2 5 6 6 1 6 2

バローロ・デル・コムーネ・ディ・セッラルンガ・ダルバ
/　スキアヴェンツァ

JAN : 4 5 6 2 3 7 6 2 7 2 1 7 8

ジビッボ　/　ニコシア

JAN : 4 5 6 2 3 7 6 2 6 5 5 9 0

※価格はすべて税抜です

毎年高い評価を受ける、お買い得なバローロです。ミネラルがよく
感じられ骨格のしっかりとした大樽熟成らしい古典的なスタイル。
非常に綺麗に酸もまとまっております。

80
白

甘口
NV イタリア

シチリア州 ¥1,900 ¥1,380

イタリア最大の見本市ヴィニタリー2009で甘口ワイン部門金賞を獲
得。ドライイチジクやアンズのニュアンスに、モスカートらしいフルー
ティーな香り。優しい甘さと柔らかな酸味でバランスよく仕上がって
おります。

79
赤

フル
2012

イタリア
ピエモンテ州 ¥5,960 ¥4,000

良質なワインの産地、オーヴェルニュ地方にて造られるブルゴー
ニュ的ピノノワール。華やかで果実味がほどよくあり、心地よい熟
成感も味わえます。雑誌ワイン王国で1000円代のピノノワールの
ベストバイワインに選出。

78
赤

フル
2013

フランス
ボルドー地方 ¥4,600 ¥3,100

シャトーモンペラの畑の中でもポテンシャルの高い畑より収穫され
る上級キュヴェ。通常のシャトーモンペラと比べ、ミネラル感が強
く、複雑な味わいです。

77
赤

ミディアム
NV

(2014)
フランス

オーヴェルニュ地方 ¥2,000 ¥1,480

熟したラズベリーやアメリカンチェリー、プラムなどのアロマに、
ハーブのニュアンス。瑞々しい果実味と酸のバランスがよく、細や
かなタンニンも加わり、非常に飲み心地の良い味わいです。

76
赤

ミディアム
NV スペイン

ラマンチュエラ ¥1,440 ¥880

ロバートパーカーより『ケース買いすべき』と絶賛され、楽天市場な
どでも爆発的人気を誇るワイン。良く熟した黒いベリーや木苺など
の香りに、リッチな果実味と滑らかな酸味のバランスが絶妙な味わ
いです。

75
赤

ミディアム
2015 イタリア

ヴェネト州 ¥1,360 ¥910

ロバートパーカーより『ケース買いすべき』と絶賛され、楽天市場な
どでも爆発的人気を誇るワイン。フレッシュなりんご、ピーチなどの
香りに、爽やかな果実の味わいが特徴的です。

74
白

辛口
2014 フランス

ブルゴーニュ地方 ¥2,340 ¥1,700

現地フランスをはじめ、ロバートパーカーも『お買い得』と絶賛する
生産者。生産者曰く『このワインはまさにシャルドネの上品さを表現
したワイン』。柑橘のフルーティーな香りに、クリーンでフレッシュな
味わいです。

73
白

辛口
NV スペイン

ラマンチュエラ ¥1,440 ¥880

香りは非常にエレガントで、フレッシュな青りんごや完熟した柑橘類
のアロマ。何より丁寧に完熟を見極め収穫された繊細さがよく感じ
られます。世界の一流レストランやホテルにもオンリストされている
生産者です。

72
白

辛口
2015

イタリア
ヴェネト州 ¥1,360 ¥910

トロピカルフルーツや洋梨のアロマ。口当たりは柔らかく、優しい果
実味が広がります。滑らかなミネラルと酸味のバランスもよく、非常
にコストパフォーマンスの高い味わいです。

71
泡・白
辛口

NV スペイン
ペネデス ¥1,960 ¥1,420

おかじまやワインフェスティバル2016　出展リスト

社名 ㈱ヴィントナーズ　　　　　　　　 2016.10.2

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）

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・ブリュット・レゼルヴプレステージ・ロゼ

JAN　：　3016570006844

エム・ド・ミニュティー

JAN　：　4901880881481

サンタ・リタ　スリー・メダルズ
　シャルドネ

JAN　：　4901880881931

サンタ・リタ　スリー・メダルズ
カベルネ・ソーヴィニヨン

JAN　：　4901880881924

メッツァコロナ　アンテッラ
　ピノ・グリージョ

JAN　：　4901880882242

メッツァコロナ　アンテッラ
　ピノ・ノワール

JAN　：　4901880882235

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・マックス・シラーズ

JAN　：　4901880882327

※価格はすべて税抜です

「日本で飲もう最高のワイン」でプロと愛好家からも選ばれたワイ
ン。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。

90 赤・M 2014
オースト
ラリア

¥4,000 ¥3,400

“グランジ”を生み出したオーストラリア最高峰のワイナリー、初代
チーフ・ワインメーカー マックスへのオマージュ。贅沢なシラーズの
果実の口あたり。今飲んでも美味しい南オーストラリアの現代的な
ワインです。

89
白

やや辛口
2014

ニュージー
ランド

¥2,000 ¥1,700

イタリアの大地・伝統的な土地を意味する「アンテッラ」　ラベルは
一目でイタリアワインと分かる街並みのアートデザイン。ＩＧＴ格付け
で、ピノ・グリージョ１００％。しかも、自社ぶどう１００％。

88 赤・M 2015 イタリア ¥900 ¥770
イタリアの大地・伝統的な土地を意味する「アンテッラ」　ラベルは
一目でイタリアワインと分かる街並みのアートデザイン。ＩＧＴ格付け
で、ピノ・ノワール１００％。しかも、自社ぶどう１００％。

87 白・辛口 2015 イタリア ¥900 ¥770

色は緑がかった薄い黄色。熟したトロピカルフルーツの強さがフ
ルーツアロマの酸味で和らぎ、成熟した爽やかな味わい。丸みの
あるアタックで余韻が長く、フルーティな後味。価格にびっくり！コス
パ抜群！！！

86 赤・M 2015 チリ オープン ¥580
赤系と黒系の果実のアロマが、樽によるクローブやタバコのアロマ
と混じり、丸みのあるアタックで、ジューシーでフレッシュな果実味
のある後味。価格にびっくり！コスパ抜群！！！

85 白・辛口 2015 チリ オープン ¥580

優美かつスタイリッシュ。名門メゾンのプレステージ・ロゼ。
新鮮な赤い果実を想わせる豊かな力強い香り。「生き生き・フルー
ティ・フレッシュ・エレガント」

84 ロゼ・辛口 2015 フランス ¥2,000 ¥1,700
プロヴァンス・ロゼの名門「シャトー・ミニュティ」
ミニュティーが開発したくびれのあるエレガントな瓶形。心地よい酸
味・ドライですが飲みやすい、スムーズでフレッシュな味わい。

83 泡・ロゼ・辛 NV フランス ¥9,000 ¥7,700

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。

82 泡・白・辛 NV フランス ¥6,700 ¥5,700
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。

81 泡・白・辛 NV フランス ¥2,000 ¥1,700

おかじまやワインフェスティバル2016　出展リスト

社名 サッポロビール㈱　　　　　　　 2016.10.2

アイテム名 タイプ VIN 国 コメント 本数

I 



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 ダブル・バレル シラーズ

9300727019943

ジェイコブス・クリーク ダブル・バレル
カベルネ・ソーヴィニヨン

9300727019936

ジェイコブス･クリーク スパークリング・シラーズ

9300727010186

※価格はすべて税抜です

オーストラリアを代表する産地クナワラ産ブドウを使用。赤ワインを
ワイン樽で12～18か月熟成し、その後実際にウイスキーの熟成に
使用したウイスキー樽を使ってさらに熟成を重ねた、世界初の「二
重熟成」仕上げワインです。

98
赤泡

やや辛口
unknow

南オースト
ラリア

¥1,785 ¥1,430

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。

97
赤

ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ
unknow

南オースト
ラリア

¥2,250 ¥1,800

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。スパイシーな味付けの赤
身肉料理と良く合います。

96
赤

ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ
unknow

南オースト
ラリア

¥2,250 ¥1,800

オーストラリアを代表する産地バロッサ産ブドウを使用。赤ワインを
ワイン樽で12～18か月熟成し、その後実際にウイスキーの熟成に
使用したウイスキー樽を使ってさらに熟成を重ねた、世界初の「二
重熟成」仕上げワインです。

95
赤

ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ
unknow

南オースト
ラリア

¥1,632 ¥1,300

ブラック・チェリー、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。

94
赤

ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ
unknow

南オースト
ラリア

¥1,632 ¥1,300

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。

93
赤

ﾐﾃﾞｨｱﾑ
unknow

南オースト
ラリア

¥1,632 ¥1,300

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。

92
白

辛口
unknow

南オースト
ラリア

¥1,632 ¥1,300
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。

91
白

辛口
unknow

南オースト
ラリア

¥1,632 ¥1,300

おかじまやワインフェスティバル2016　出展リスト

社名 ペルノ・リカール・ジャパン㈱　　　　　　　 2016.10.2

アイテム名 タイプ VIN 国 コメント 本数

J 



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

6009679893252

ステレンラスト ＭＣＣ スパークリング

6009824740318

ロバートソン ゲヴェルツトラミネール

6002039000819

ブラハム シュナンブラン アンウッド

6009669010751

グレネリー グラスコレクション シャルドネ

6009802733059

ポールクルーバー  ソーヴィニヨン ブラン

6009609150073

マン ピノタージュ セラーセレクト

6009669350406

グレネリー グラスコレクション シラー

6009673270929

グレネリー グランヴァン レッド

6009673270073

ロバートソン ＣＲ≪ＮＯ１≫シラーズ

6002039006033

※価格はすべて税抜です

フランス ボルドー ポイヤック２級のシャトーの元オーナーが南アフ
リカで手掛けたワイン 。豊かな酸味と濃厚で凝縮した果実味。濃厚
な味わいででありながら、なめらかでエレガント。 ★2009ＶＴ パー
カーＰ ９２点

108 赤・フル 12 南アフリカ ¥4,100 ¥3,570

熟したブラックベリーの香りに黒コショウなどのほんのりスパイシー
な香り、柔らかな酸味と骨格のあるボディ なめらかで余韻も長く綺
麗。 世界完全割り当て商品。 世界ベストシラーズ大会金賞＆第三
位受賞

107 赤・フル 9 南アフリカ ¥2,500 ¥2,180

程よいオーク風味とボディ感 口当たりはソフトでなめらかで優しい
渋みのフルーティーなワイン。２０１６ サクラアワード、ダブルゴー
ルド受賞＆韓国料理ベストワイン賞大賞受賞！

106 赤・フル 11 南アフリカ ¥1,800 ¥1,570

フランス ボルドー ポイヤック２級のシャトーの元オーナーが南アフリカで
手掛けた ワイン。スパイシーなプラムなどの凝縮した果実味。渋みはソフ
トで滑らか。果実味、ボディー、オークの風味のバランスが良い。 ★2011
ＶＴデカンターＷワインアワード金賞。 パーカーＰ ９０点

105
赤

ミディアム
14 南アフリカ ¥1,300 ¥1,130

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・ラランドの元オーナーが南アフリカで手掛けたワイン。天
然発酵後、しっかりした酸味、キメ細かく濃縮した果実味、上品で綺
麗な味わい。

104 白・辛口 14 南アフリカ ¥2,300 ¥2,000

ティム アトキン評 南アフリカ１級生産者。上品な香り、酸味、果実味のバ
ランスが良く エレガントなフィニッシュ。  ★１５’サクラアワード ダイヤモン
ド トロフィ「大会最高賞」。 ２０１３VT デカンター、１５ポンド以下のソーヴィ
ニヨンブラン部門で世界一獲得！

103 白・辛口 14 南アフリカ ¥1,800 ¥1,570

厳選された一番搾りのブドウ果汁のみを使用 ハチミツやバラなど
の香り 濃厚かつスムースでなめらかな蜂蜜のような味わい デザー
トワインとしても最適！

102 白・辛口 15 南アフリカ ¥1,600 ¥1,400

青リンゴ 洋ナシ 草やハーブといった香り 口当たりは優しくほんの
りと甘みを感じるフレッシュな味わい 第一回サクラアワードゴール
ド受賞

101 白・甘口 15 南アフリカ ¥1,300 ¥1,130

イギリス市場ＮＯ１のＯＲＧＡＮＩＣＳワインメーカー フェアトレード商
品 爽やかで軽やかなオーガニックのスパークリングワイン。

100
泡・ロゼ

辛口
ＮＶ 南アフリカ ¥2,750 ¥2,400

2012年ロンドンオリンピック公式ワイン提供ワイナリー 瓶内２次発
酵 爽やかで細やかな泡 ★2015世界スパークリングワイン．チャレ
ンジ（英国）でドンペリ2005 クリスタル2006などを破って世界一獲得

99
 泡・白
辛口

15 南アフリカ ¥1,800 ¥1,570

おかじまやワインフェスティバル2016　出展リスト

社名 ㈱H&C　　　　　　 2016.10.2

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）

クレマン・ド・ボルドー
コンテス・ド・サン・ペイ

JAN 3259860641831

シャルドネ
コントワール・デ・ザローム

JAN 3760200894614

ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ニュイ
デュフルール・ペール・エ・フィス

JAN　3490040001797

シラー
コントワール・デ・ザローム

JAN　3663852000924

ショレイ・レ・ボーヌ
ドメーヌ・デュボワ・ベルナール

JAN　4528161015474

シャトー・ラングレ
コート・ド・カスティヨン

JAN　4528161015870

カディオ　（カベルネ・ソーヴィニヨン100％）
ボルドー

JAN　3491871011085

シャトー・ド・カルルマニュス
フロンサック

JAN　4528161014460

ヴィラ・モスカート
ヴィニュロン・カタラン

JAN　3233960028341

グンドハイマー・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

あえて「モスカート」という名前にしたのはイタリアを
意識したのか？マスカット100％の甘口です。

118
白

甘口
2012 ドイツ ¥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。

117
白

甘口
2014 フランス ¥1,700 ¥1,250

これは、珍しいカベルネ・ソーヴィニヨン100％の
ボルドーです。是非！お試しください。

116 赤 2012 フランス ¥4,000 ¥2,940
2012年はなんと！あのサンテミリオンの筆頭の
シャトー・アンジェリュスのオーナーとコラボ！

115 赤 2014 フランス ¥2,500 ¥1,840

無名の生産者ですが、高い品質。蔵出し。
17年熟成の味をお楽しみください。

114 赤 1989 フランス ¥3,200 ¥2,350
１９８９年！２７歳です。完璧に成熟したこの年代のワインが
この価格で楽しめるのは幸せです。

113 赤 1999 フランス ¥3,300 ¥2,420

もともとメゾン・リジェ・ベレールです。
ムルソーをも連想させる豊かな果実味。逸品。

112
赤

NV フランス ¥1,100 ¥880
弊社の売れ筋Ｎｏ．1、アローム・シリーズから新しく
シラーが新発売。渋み控えめ果実味豊かです。

111
白

辛口
2012 フランス ¥3,500 ¥2,570

今年２０１６年バリュー・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。

110
白

辛口 NV フランス ¥1,100 ¥880
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。

109
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2016　出展リスト

社名 ㈱アンフィニー　　　　　 2016.10.2

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）

ブリースデール ヴィンヤード
スパークリング シラーズ

JAN　 9316475001895

クリフォード ベイ　マルボロ　ピノグリ

JAN　9416264005414

キムラ セラーズ　マールボロ ソーヴィニヨンブラン

JAN　609722859899 

ウィンダウリ　エステート
オーバー ザ レインボー　シャルドネ

JAN　6996260009300

キムラ セラーズ　マールボロ ピノノワール

JAN　 610696100689

ジョセフ　クローミー　ペピック・ピノノワール

JAN　9339091001704 

ウィンダウリ　エステート
オーバー ザ レインボー シラーズ

JAN　699620006477

バトル オブ ボスワーズ　オーガニック
ピューリタン シラーズ ”SO2無添加”

JAN　9332061000110

ドミニク ポルテ
フォンテーヌ・シラーズ・カベルネ・メルロー

JAN　 9329374000814 

ビンバジン エステイト
マイオール・ロード・ボトリティス・セミヨン

JAN　9323148000413

※価格はすべて税抜です

味、風味ともに繊細な年である2014年ブレンドは50%シラーズ、30％カベル
ネそして20%メルローで構成され、ヤラバレーとピレネー地区の手摘みで
収穫されたブドウを使用。煮詰めたカシスにしっかりとしたタンニン、甘味
のあるスパイスがステキなフルボディ

128 白 2011 オーストラリア ¥2,400 ¥1,920 オレンジ、アプリコット、ハチミツや紅茶の葉など豊かな香り。酸味が程よ
いすっきり。デキャンター誌「Best Dessert」受賞。

127 赤 2014 オーストラリア ¥2,600 ¥2,080

赤ワインのシラーズは保存料無添加でミィディアムボディに仕上げられ プ
ラムやスパイスのアロマが漂います。この風味は口中にも広がり、ほんの
りシナモンやブラックベリーも顔を出します。暖かくなると少し冷やしても美
味しいフレッシュ感も楽しめる早飲みワイン。

126 赤 2016 オーストラリア ¥2,700 ¥2,160
2016年3月に収穫したシラーズをステンレスタンクで発酵熟成させる事で
一切外的要素を加えていない正真正銘ピュアなワイン。自社畑オーガ
ニック葡萄100％、数日後に飲んでも衰えることのない味わい。

125 赤 2015 オーストラリア ¥2,500 ¥2,000

2014年にリリースした超少量ロゼが一年目の収穫のブドウ畑です。二年
目の若木ですが「美味しいワインは古木から」というセオリーを覆すワイン
です。赤い果実と花の力強い香りがグラスに溢れる、素晴らしいアロマの
エレガントなピノノワールです。

124 赤 2014 オーストラリア ¥2,900 ¥2,320
100％自社畑のピノノワール。手摘みによって選りすぐられたピノ種の房は
醗酵に入る前にやさしく柄を取り除く。甘いチェリーの香、タンニン、ほん
のりとスパイシーさが口中に広がる、バランスの取れた仕上がり。

123 赤 2015 ニュージーランド ¥5,500 ¥4,400

今年はソーヴィニヨンブランの畑でうどん粉病の被害があり、7～8％ほど
のブドウをワイナリーの選果台で除去する年になりました。厳しい年でし
たが、エレガントできめ細かい味わいの仕上がり。熟れたフルーツの風味
が豊かで、ハーブの風味が控えめなワインです。

122 白 2015 オーストラリア ¥2,500 ¥2,000

樽熟成せずに醸造されたシャルドネは柑橘系、お花、アプリコットや桃の
ような核果のある果物のアロマを漂わせます。洋ナシや白桃が現われて
混ざり合い複雑味のある余韻と共に楽しめます。５％ほどブレンドされた
ソーヴィニヨンブラン種がシャルドネと調和しています。

121 白 2016 ニュージーランド ¥3,400 ¥2,720

シラーズ種100％のフルボディタイプのスティルワインを醸造、シャルマ方
式によるステンレスタンク内二次醗酵を行ないスパークリングタイプに仕
上げる。濃く深い赤色で、豊かに広がる泡の中からは甘く熟したベリーフ
ルーツの香り、芳醇な味わい。

120 白 2015 ニュージーランド ¥1,800 ¥1,440
梨、リンゴ、ジャスミンの香り、甘美なフレーバーと類似するドライと 感
じさせない味わいはマールボロを象徴するミネラル感とキリッとした酸を
伴っています。

119 赤 泡 NV オーストラリア ¥2,800 ¥2,240

おかじまやワインフェスティバル2016　出展リスト

社名 ㈱ヴァイ＆カンパニー　　　　　 2016.10.2

アイテム名 タイプ VIN 国 コメント 本数

M 



出展 参考小売 当日特別
No. 価格(税抜） 価格（税抜）

オノロ　ベラ　ルエダ

JAN　4935919072076

オノロ　ベラ　

JAN　4935919071758

アッテカ

JAN　4935919071765

シャトー　デ　ゼサール　ブラン

JAN　4935919092388

シャトー　デ　ゼサール　ブラン
キュヴェ　プレスティージュ

JAN　4935919212373

シャトー　デ　ゼサール　ルージュ

JAN　4935919092364

シャトー　デ　ゼサール　ルージュ
キュヴェ　プレスティージュ

JAN　4935919092395

バルベーラ　ダルバ　ブリッコ　マッキア

JAN　4935919056281

バローロ　アウダチェ

JAN　4935919055888

ヘア　ラベル　ゲヴュルツトラミナー

JAN　4935919193511

※価格はすべて税抜です

樽やアーモンドの風味、濃縮され、良質で柔らかいタンニンです。
バランスがよく、長い余韻があります。熟成させることも出来ます
が、今すぐにでも楽しめるワインです。

138 辛口 2014 ドイツ ¥1,800 ¥1,440
ライチの香り、はつらつとしてフルーティなワインです。全体のバラ
ンスがとれています。食前酒として、または食事と、あるいはワイン
だけでも楽しめます。

137 フルボディ 2010 イタリア ¥4,800 ¥3,840

リッチでありながら、エレガントな風味が感じられます。初めに洗練
された甘さのあるバニラのような樽の風味があり、適度にまろやか
な酸味と果実味とのバランスがとれています。飲み応えは抜群で
す。

136 フルボディ 2014 イタリア ¥2,000 ¥1,600
ラズベリーやスミレの香り、タバコやバニラ、スパイスも感じられま
す。上品でバランスがとれた少し甘い風味。しっかりとしたボディ、
長い余韻があります。「食べるものによって表情の変わるワイン。」

135 フルボディ 2012 フランス ¥1,900 ¥1,520

毎年一番良い葡萄を使っています。洋梨のような完熟したフルーツ
にスモーク、ナッツ、蜂蜜の風味があります。濃く、豊かな個性があ
り、滑らかで焦がしたオークの風味の後口が感じられます。

134
ミディアム

ボディ
2013 フランス ¥1,400 ¥1,120

フルーティでカシスや黒い果実を思わせる風味、甘さをほとんど感
じず、切れが良く、口の中をぐっと締めるドライなタンニン、魅力的
な濃縮した味わいがあり、心地よい広がりを感じます。

133 辛口 2014 フランス ¥1,900 ¥1,520

80年以上の樹齢の古い葡萄樹から造られています。赤い果実のア
ロマに、樽熟成によるカカオやバニラ、リコリスのスパイシーな香
り、フルーツとスパイスが感じられる後口があります。

132 辛口 2015 フランス ¥1,400 ¥1,120
フルーティで熟した洋ナシや白桃のようなはっきりとした甘い香りが
あります。熟したリンゴやバナナのようにフレッシュで果実味にあふ
れ、酸味は穏やかで凝縮度の高い目の詰まった味わいです。

131 フルボディ 2014 スペイン ¥3,000 ¥2,400

スペインの２大白ワイン産地のひとつD.O.ルエダで造られるオノロ
ベラの白。ルエダの白らしく、華やかなアロマと柔らかいきれいな
酸、それにしっかりとキャラクターを持った味わいです。

130 フルボディ 2014 スペイン ¥1,600 ¥1,280
アカデミー賞授賞式の後で開催されるパーティのひとつ「ガバナー
ズ　ボール」で使用されたこともある人気のワイン。果実の甘味とタ
ンニンがありパワフル。果実のきれいな風味が広がります。

129 辛口 2015 スペイン ¥1,600 ¥1,280

おかじまやワインフェスティバル2016　出展リスト

社名 ㈱稲葉　　　　 2016.10.2

アイテム名 タイプ VIN 国 コメント 本数

N 



出展 参考小売 当日特別
No. 価格(税抜） 価格（税抜）

ホーニッグ　/　ソーヴィニヨン・ブラン
ナパ・ヴァレー

JAN　083837010008

ペドロンチェリ　/　シャルドネ　F・ジョンソン・ヴィン
ヤード　ドライ・クリーク・ヴァレー

JAN　086942251021

オー・ボン・クリマ　/　”ミッション・ラベル”
シャルドネ　サンタ・マリア・ヴァレー

JAN　857835003405

オー・ボン・クリマ　/　”ミッション・ラベル”
ピノ・ノワール　サンタ・マリア・ヴァレー

JAN　857835003399

ペドロンチェリ　/　ジンファンデル　マザークローン
ドライ・クリーク・ヴァレー

JAN　086942111028

ラウラ・ハートウィック　/　カベルネ・ソーヴィニヨン
リゼルヴァ　コルチャグア・ヴァレー

JAN　7804441000017

ペドロンチェリ　/　カベルネ・ソーヴィニヨン
”ブロック・007”　ドライ・クリーク・ヴァレー

JAN　086942149021

ショーン・マイナー　/　カベルネ・ソーヴィニヨン
ナパ・ヴァレー

JAN　859139001415

ナパ・ハイランズ　/　カベルネ・ソーヴィニヨン
ナパ・ヴァレー

JAN　086754600598

アリエノール　/　”グラン・ヴァン”　レッド
レイク・カウンティ

JAN　　なし

※価格はすべて税抜です

カベルネ・ソーヴィニヨン85%、プティ・ヴェルド15%　　ナパ・ヴァレー
らしい果実味を前面に、ダークチョコレートや樽の焦がしたニュアン
スのある味わい。濃厚なタンニンは、これからの季節に飲みたくな
る味わい。

148 赤 2011 アメリカ ¥11,000 ¥8,800
メルロ50%、カベルネ・フラン50%　　フランス産樽24ヵ月熟成したフラ
ンスタイプの味わい。ミネラル感も兼ね備え、凝縮感も余韻に追い
かけてきます。　心地よいタンニンと長く滑らかなフィニッシュ。

147 赤 2012 アメリカ ¥4,800 ¥3,840

カベルネ・ソーヴィニヨン100%　　良年ヴィンテージのみの生産。　ク
ローン７（男性的でタンニン、果実味の強いクローン）を使用し、凝
縮した味わいを持ち、エレガントなフィニッシュ。

146 赤 2013 アメリカ ¥3,800 ¥3,040
カベルネ・ソーヴィニヨン83%、メルロ14%、カベルネ・フラン2%、プ
ティ・ヴェルド1%。　　熟したプラムが口中に広がり、滑らかな渋みと
樽熟成のニュアンス。

145 赤 2014 アメリカ ¥3,800 ¥3,040

ジンファンデル94%、プティ・シラー6%　　ワイナリーが1927年に畑購
入時に既に植わっていた伝統のある区画のクローン。　締まった果
実味と上品な余韻が続きます。

144 赤 2013 チリ ¥1,900 ¥1,520
カベルネ・ソーヴィニヨン95%、プティ・ヴェルド5%　　「チリ・カベ」とい
う名前を残したチリのカベルネ。食事に合う上品なバランスと飲み
飽きしない旨味。　この価格帯ではトップ・クラスです。

143 赤 2013 アメリカ ¥2,700 ¥2,160

シャルドネ100%　　世界で中川ワインだけのオリジナル・ワイン。
柑橘系果実を思わせる爽やかな香りと際立った酸。　口当たりもや
さしくバランスの良い仕上がり。

142 赤 2013 アメリカ ¥4,700 ¥3,760
ピノ・ノワール100%　　世界で中川ワインだけのオリジナル・ワイン。
透明感に優れた落ち着きのある味わい。　赤系果実のフレッシュな
酸と穏やかな後味。

141 白 2014 アメリカ ¥4,500 ¥3,600

ソーヴィニヨン・ブラン95%、セミヨン4%、ミュスカ1%　　ジューシーでさ
わやかなミディアム・ボディのワイン。　白桃、ジャスミン、ライムの
香りを持ちます。

140 白 2014 アメリカ ¥2,800 ¥2,240
シャルドネ100%　　アメリカ産樽とフランス産樽で熟成。　香りは樽
熟成からくるヴァニラの香りと、クリーミーな味わいですが、そこを
引き締める酸もあり、非常にバランスの良い味わい。

139 白 2015 アメリカ ¥3,500 ¥2,800

おかじまやワインフェスティバル2016　出展リスト

社名 ㈱中川ワイン    2016.10.2

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）

ペッパーウッド・グローヴ　シャルドネ

17444000206

ペッパーウッド・グローヴ　ジンファンデル

17444000251

ペッパーウッド・グローヴ　カベルネ･ソーヴィニヨン

17444000213

セバスチャーニ シャルドネ ソノマ・カウンティ

088232002627

セバスチャーニ ジンファンデル ソノマ・カウンティ

088232003648

セバスチャーニ カベルネ・ソーヴィニヨン
ソノマ・カウンティ

088232002610

ファースト・プレス シャルドネ ナパ・ヴァレー

082242842235

ファースト・プレス カベルネ・ソーヴィニョン
ナパ・ヴァレー

0822420842431

ニューヨーク・ヤンキース・リザーヴ
シャルドネ

852260004362

ニューヨーク・ヤンキース・リザーヴ
カベルネ・ソーヴィニョン

852260004379

※価格はすべて税抜です

高級シャルドネの産地、カリフォルニア・ソノマのロシアン・リヴァー・
ヴァレー産のブドウから造られた、芳醇な白ワイン。

158 フルボディ 2013 アメリカ ¥4,200 ¥3,060
カリフォルニア・パソ・ロブレスの安定した気候の中、燦々と注ぐカリ
フォルニアの太陽をいっぱいに浴びた重厚感溢れる赤ワイン。

157 辛口 2012 アメリカ ¥4,200 ¥3,060

全米ワイン生産量の90%を造るカリフォルニア産の中、ナパ・ヴァ
レー産を名乗るワインは、更に、その4%に過ぎません。リーズナブ
ルな価格が魅力的なコスト・パフォーマンスの高いワインです。

156 フルボディ 2013 アメリカ ¥3,800 ¥2,780
全米ワイン生産量の90%を造るカリフォルニア産の中、ナパ・ヴァ
レー産を名乗るワインは、更に、その4%に過ぎません。リーズナブ
ルな価格が魅力的なコスト・パフォーマンスの高いワインです。

155 辛口 2014 アメリカ ¥3,400 ¥2,480

力強くスパイシーで、ラズベリーやブラックベリー、バニラの成熟し
たフレーバーがあります。後口は十分な酸味となめらかなタンニン
の骨格が感じられます。

154 フルボディ 2014 アメリカ ¥3,700 ¥2,960
味わいは完熟したブラックベリー、バニラ、トーストのフレーバーが
感じられます。後味は長く、綺麗に溶け込んだしっかりしたタンニン
に縁取られています。

153 フルボディ 2013 アメリカ ¥3,250 ¥2,600

ラズベリー、杉、ハーブの香り。リッチなブラック･ベリーやラズベ
リー･ジャムのフレーバー。カラメルやオーク樽、バジル、イチジクの
アロマが続きます。

152 辛口 2013 アメリカ ¥3,100 ¥2,480

1903年創立の、禁酒法（1920～33年）以前から続くワイナリー。爽
やかなリンゴとかすかなバタースコッチを感じさせるほどよくクリー
ミーな口当たりです。そして香ばしく、オーク樽風味のまろやかな後
口が続きます。

151 フルボディ 2014 アメリカ ¥1,750 ¥1,280

２００５年ワイン・エンスージアスト誌アメリカン・ワイナリー・オブ・
ザ・イヤー受賞ワイナリーの製品。きりっとした酸味と長い後味が
特徴的で、ワイン単体でも食事と一緒でも楽しめるワインです。

150 ミディアム 2014 アメリカ ¥1,750 ¥1,280

２００７年ワイン・エンスージアスト誌アメリカン・ワイナリー・オブ・
ザ・イヤー受賞ワイナリーの製品。ダークベリーのフレーバー、トー
スト・オークと、バランスの良い酸、滑らかなタンニンが、長い余韻
に導きます。

149 辛口 2014 アメリカ ¥1,750 ¥1,280

おかじまやワインフェスティバル2016　出展リスト

社名 ㈱ワイン・イン・スタイル   2016.10.2

アイテム名 タイプ VIN 国 コメント 本数

P 



出展 参考小売 当日特別
No. 価格(税抜） 価格（税抜）

チー！　ヴァン　ルージュ

JAN　4901777295155

サンタ・バイ・サンタ・カロリーナ
スパーク　ブリュット

JAN　4901777295223

オリジナル　バルトン＆ゲスティエ　メルロ
オーガニック

JAN　4901777283350

オリジナル　バルトン＆ゲスティエ
ソーヴィニヨン・ブラン　オーガニック

JAN　4901777283381

カバ　ブリュット　レゼルバ
（トレ　デ　ル　ガル）

JAN　4582203115492

ソアーヴェ
（コルテ　アダミ）

JAN　4582203083104

コロンビアヴァレー　リースリング
（シャトー　サン　ミッシェル）

JAN　4582203088635

ティリア　マルベック　シラー
（ボデガス　エスメラルダ）

JAN　　4582203074195

フォンテルートリ　バディオラ
（マッツエイ）

JAN　4582203060389

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

サンジョベーゼにメルローを加えることで穏やかな印象になり、バラ
ンスのよいエレガントなワイン。

168
甘口

微発泡
2015 イタリア ¥2,900 ¥2,100

ピエモンテ州を代表する醸造所のひとつであるチェレッ。トモスカー
ト種から造られた微発砲のワインです。女性に大人気。

167 ミディアム 2014 イタリア ¥1,970 ¥1,480

『普段飲みリースリング』料理との相性もすばらしいです。

166 ミディアム 2015
アルゼンチ

ン
¥1,430 ¥1,080

60％マルベック、40％シラーのブレンド。とても凝縮感があり余韻
は長く、しやかなタンニンのあるワイン。

165 やや辛口 2014 アメリカ ¥2,310 ¥1,740

100％自社畑のブドウのみを使用　きめ細かい泡がサイコーです。

164 辛口 2014 イタリア ¥1,590 ¥1,200 ミネラル感あふれるシャープな味わいです。

163 辛口・泡 2013 スペイン ¥2,900 ¥1,540

チェリーやプラムなどを連想させる甘い香りと、豊かな果実味のや
わらかな味わいの有機ワインです。

162
白

やや辛口
2014 フランス ¥1,760 ¥1,320

グレープフルーツなどの柑橘を連想させる香りと、イキイキした果
実味の爽やかな味わいの有機ワインです。

161
赤

ミディアム
2014 フランス ¥1,760 ¥1,320

たっぷりと太陽を浴びた豊かな果実の香り。熟した果実味と丸みの
ある酸味、力強いタンニン。チーズのコクをいっそう引き立てる、
しっかりとしたチーズによく合う味わいの赤ワインです。

160
白

辛口・泡
NV チリ オープン ¥930

熟したりんごやグレープフルーツ、白い花やそのハチミツなどを連
想させる甘くて華やかな香り。フレッシュでふくらみのある果実味
と、爽やかな酸味。果実と酸のバランスが取れた辛口のスパークリ
ングワインです。

159
赤

ミディアム
2015 フランス ¥1,240 ¥930

おかじまやワインフェスティバル2016　出展リスト

社名 サントリー酒類㈱＆㈱ファインズ 2016.10.2

アイテム名 タイプ VIN 国 コメント 本数

Q 



出展 参考小売 当日特別
No. 価格(税抜） 価格（税抜）

デラウェアにごり

JAN　4937466261903

巨峰にごり

JAN　4937466163917

いろ　甲州辛口

JAN　4937466205334

いろ　グラン甲州

JAN　4937466210741

ラ　フィーユ　長熟甲州

JAN　4937466061121

まるき　ルージュ

JAN　4937466201848

いろ　ベーリーＡ

JAN　4937466121559

ラ　フィーユ　ヤマ・ソービニオン

JAN　4937466124727

ゆずワイン

JAN　4937466122228

うちなーファーム　マンゴーワイン

JAN　4573262280016

※価格はすべて税抜です

【ゆず100%】山梨県産ゆずメインに皮ごと漬け込んだ本格フルーツ
ワイン。心地よいほろ苦さと酸味、甘さのバランスが絶妙。ストレー
トで、ロックで。ホットワインもお薦めです。

178 甘口 NV 日本/沖縄 ¥1,250 ¥1,190
【ジャパンワインチャレンジ　4冠達成!!】沖縄県産マンゴー100%。初
出品でプラチナトロフィーはじめフルーツ部門のタイトルを総なめに
した濃醇な味わい。

177 白
やや甘口 NV 日本/山梨 ¥1,330 ¥1,270

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。

176 赤
フルボディ 2014 日本/山梨 ¥2,800 ¥2,660

限定醸造1,200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。

175 赤
ライトボディ 2014 日本/山梨 ¥1,600 ¥1,520

【一升瓶熟成古酒】1975,1977,1997,2014年と5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。

174 赤
ミディアム NV 日本/山梨 ¥1,100 ¥1,050

【日本ワインコンクール銅賞】山梨県産ぶどう100%。果実味、酸味
のバランスが良く、気軽に飲める山梨県産ワインとして、懐の深い
コスパ抜群のデイリーワインです。

173 白
やや甘口 NV 日本/山梨 ¥2,500 ¥2,380

【SAKURA WINE AWARDS金賞】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。

172 白
辛口 2015 日本/山梨 ¥1,800 ¥1,710

【日本ワインコンクール銀賞】僅か5,000本限り醸造のクラシックスタ
イルで旨味ある甲州。じわじわと滲み出す旨味こそ「甲州種」の真
骨頂。

171 白
やや辛口 2015 日本/山梨 ¥1,600 ¥1,520

【2016年新酒】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。

170 ロゼ
やや甘口 2016 日本/山梨 ¥1,350 ¥1,280

【2016年新酒】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。

169 白
やや甘口 2016 日本/山梨 ¥1,350 ¥1,280

おかじまやワインフェスティバル2016　出展リスト

社名 まるき葡萄酒㈱　　　　 2016.10.2

アイテム名 タイプ VIN 国 コメント 本数

R 



出展 参考小売 当日特別
No. 価格(税抜） 価格（税抜）

甲州　酵母の泡　７２０ｍｌ

JAN　4901515561535

甲州　酵母の泡　３６０ｍｌ

JAN　4901515561542

甲州　酵母の泡　ブリュット720ｍｌ

JAN　4901515568220

リュナリス　甲州バレル・ファーメンテ―ション2013

JAN　4901515568480

マンズ　マスカット・べリーＡ　樽熟成

JAN　4901515567483

マンズ　甲州　シュール・リー

JAN　4901515567490

コウシーニョマクル　カベルネ・ソーヴィニヨン

JAN　4901515707858

ソラリス　信濃リースリング・クリオ・エクストラクション

JAN　　4901515623554

ソラリス　信濃リースリング

JAN　4901515623516

ソラリス　信州東山カベルネ・ソーヴィニヨン

JAN　4901515621666

※価格はすべて税抜です

マンズワインで交配した品種を100％使用したフルーティーなワイン

188
赤

フルボディ
2013 日本 ¥7,000 ¥6,300

深く濃い色と芳醇な香り、質の高い渋みのあるワイン。今、日本で
飲める最高峰の国産ワインの一つです。

187
白

甘口
2015 日本 ¥3,500 ¥3,150

豊かな酸味と引きしまったタンニンが心地良い赤ワイン

186
白

極甘口
2015 日本 ¥5,000 ¥4,500 通常の3倍近い原料を使った贅沢なデザートワイン

185
赤

フルボディ
NV チリ ¥1,000 ¥900

山梨県産葡萄100％の赤ワイン

184
白

辛口
NV 日本 オープン ¥1,170 山梨県産葡萄100％の白ワイン

183
赤

ミディアム
NV 日本 オープン ¥1,170

国産ワインでは数少ない「キューヴ　クローズ」方式で造ったスパー
クリングワイン

182
白

辛口
NV 日本 ¥2,500 ¥2,250

甲州種の味わいを活かし、樽の香りのバランスに注意して作ったワ
イン

181
泡

辛口
NV 日本 ¥1,500 ¥1,350

国産ワインでは数少ない「キューヴ　クローズ」方式で造ったスパー
クリングワイン

180
泡

やや辛口
NV 日本 ¥950 ¥855

国産ワインでは数少ない「キューヴ　クローズ」方式で造ったスパー
クリングワイン

179
泡

やや辛口
NV 日本 ¥1,500 ¥1,350

おかじまやワインフェスティバル2016　出展リスト

社名 キッコーマン食品㈱　　　　 2016.10.2

アイテム名 タイプ VIN 国 コメント 本数

S 



出展 参考小売 当日特別
No. 価格(税抜） 価格（税抜）

ブリュット・プルミエ/ﾙｲ・ロデレール

JAN3114080016053

エスパス・オブ・リマリ・スパークリング・ロゼ
/マイカス・デル・リマリ

JAN7804320627489

ムートン・カデ・ルージュ・クラシック
/バロン・フィリップ

JAN3262151444752

サンタ・ディグナ　カベルネ・ソーヴィニヨン・レゼルヴァ　/
ミゲル・トーレス

JAN8410113024084

ヴィーニャ・エスメラルダ/トーレス

JAN8410113024312

ガンチア・ロミーナ・ピーチ　７５０ｍｌ 

JAN　8000420159991

ガンチア・ロミーナ・グレープフルーツ　７５０ｍｌ 

JAN 8000420169990

ガンチア・ロミーナ・ライチ　７５０ｍｌ

JAN 8000420179999

タクン・レセルヴァ・カベルネ・ソーヴィニヨン７５０ｍｌ

JAN　4904230026877

タクン・レセルヴァ・シャルドネ７５０ｍｌ

JAN 4904230026785

※価格はすべて税抜です

タクンとは南米マプチェ民族の言葉で「エクリプス（月食・日食）」を
意味します。熟したプラムやラズベリーの果実味にヴァニラのニュ
アンスが感じられ、まろやかで豊かな味わいをお楽しみいただけま
す。（飲食店様限定）

198 辛口 2015 チリ ¥790 ¥660

タクンとは南米マプチェ民族の言葉で「エクリプス（月食・日食）」を
意味します。爽やかなシトラスの香りにトロピカルフルーツの果実
味が感じられ、豊かでバランスのよい味わいをお楽しみいただけま
す。（飲食店様限定）

197 ミディアム 2014 チリ ¥790 ¥660

ぶどうを原料としたスパークリングワインにグレープフルーツの風
味を加えた、すっきりした味わいと繊細な泡立ちが特徴のフルーツ
スパークリングワインです。（飲食店様限定）

196 やや甘口 ＮＶ イタリア ¥1,910 ¥1,570
ぶどうを原料としたスパークリングワインにライチの風味を加えた、
爽やかな味わいと繊細な泡立ちが特徴のフルーツスパー
クリングワインです。（飲食店様限定）

195 やや甘口 ＮＶ イタリア ¥1,910 ¥1,579

スペインワインを牽引する名生産者、トーレス。
エメラルドに輝く地中海をイメージした、
フレッシュでフルーティ、リラックスした雰囲気溢れる白ワイン。

194 やや甘口 ＮＶ イタリア ¥1,910 ¥1,570
ぶどうを原料としたスパークリングワインにピーチの風味を加えた、
まろやかな味わいと繊細な泡立ちが特徴のフルーツスパークリン
グワインです。（飲食店様限定）

193
白

やや辛口
2015 スペイン ¥1,600 ¥1,280

ムートン・カデ・ルージュ・クラシックは、1930年発売当時のラベルを
再現したシックなデザインが印象的な、シリーズの原点とも言うべ
きアイテムです。

192 赤・フル 2014 チリ ¥1,800 ¥1,440
自然環境への配慮や、働く人々を大切にする取り組みが評価され
フェアトレード認証を取得するシリーズ。
力強い果実味と滑らかなタンニンが溶け合う上品な仕上がり。

191 赤・フル 2013 フランス ¥2,000 ¥1,600

本場フランスで、「No.1シャンパーニュメゾン」に輝いたルイ・ロデレール。
200年以上の歴史を持つ老舗ながら家族経営を貫き、品質のためには手
間を惜しまないまさに「手仕事の芸術品」というべき、精巧なシャンパー
ニュを造り続けている稀有なメゾンです。

190
ロゼ

発泡性
ＮＶ チリ ¥1,500 ¥1,200

チリ最大にして最高のワインメーカー「コンチャ・イ・トロ」が手掛け
る、 安旨スパークリング！キレの良い味わいが魅力で、
この価格とは思えないほどの完成度の高さ！

189
白

発泡性
ＮＶ フランス ¥6,800 ¥5,440

おかじまやワインフェスティバル2016　出展リスト

社名 　アサヒビール㈱＆エノテカ㈱　　　 2016.10.2

アイテム名 タイプ VIN 国 コメント 本数
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