
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

ﾌｪｳﾄﾞ･ｱﾗﾝﾁｮ ｱｯｸｼｨ ｴｸｽﾄﾗ･ﾄﾞﾗｲ/ ﾌｪｳﾄﾞ･ｱﾗﾝﾁｮ

JAN　4997678518196

ﾃﾇｰﾀ･ﾃﾞﾙ･ﾌｧﾝﾄ ﾓｽｶｰﾄ･ﾀﾞｽﾃｨ/ ｲﾙ･ﾌｧﾙｹｯﾄ

JAN　4997678520083

ｺｯﾘｵ ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ･ﾌﾞﾗﾝ/ ﾌﾟﾘﾓｼｯﾁ

JAN　4997678518974

ﾌｫﾚｽﾄ･ﾋﾙ ｴｽﾃｲﾄ ﾘｰｽﾘﾝｸﾞ

JAN　4997678516185

ｻﾝﾄﾘｰﾆ ｱｼﾙﾃｨｺ / ﾄﾞﾒｰﾇ･ｼｶﾞﾗｽ

JAN　4997678503239

ﾄｩｰﾚｰﾇ ﾙ･ﾎﾞﾜ･ｼﾞｬｯｸ/ JFﾒﾘｵｰ

JAN　4997678514266

ｶﾗｼｲ/ ｿﾞﾗ･ﾜｲﾝｽﾞ

JAN　4997678504540

ﾓｰﾆﾝｸﾞﾄﾝ･ﾍﾟﾆﾝｼｭﾗ ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ / ｲｰｳﾞﾝ･ｷｰﾙ

JAN　4997678516154

ﾚ･ｸｰﾎﾟﾚ･ﾃﾞｨ･ﾄﾘﾉｰﾛ/ ﾄﾘﾉｰﾛ

JAN　4997678501051

ﾉｰﾌﾞﾙ･ﾚｲﾄ･ﾊｰﾍﾞｽﾄ / ﾛｰｼﾞｱﾝ

JAN　4997678518608

※価格はすべて税抜です

おかじまやワインフェスティバル2017　出展リスト

社名　㈱モトックス　　　　　　　　　　　　　　　 2017.10.29～30

アイテム名 タイプ VIN 国 コメント 本数

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。

2 やや辛口 NV ｲﾀﾘｱ ¥1,500 ¥1,200
フレッシュで繊細な黄色いフルーツのアロマにユリやアカシアのフ
ローラルなアクセント。柔らかくきめ細やかな泡が、リンゴや洋ナシ
の様な溢れる果実味をやさしく包み込みます。

1 辛口 NV ﾌﾗﾝｽ ¥1,300 ¥1,040

¥2,000
淡く緑がかった麦わら色。複雑な香りが楽しめ黄ピーマン、ニワトコ
の花、桃の香りが広がります。酸が豊かでドライなワインですが爽
やかで、長い余韻がアフターに残ります。

3 甘口 2016 ｲﾀﾘｱ ¥2,300 ¥1,840
ピエモンテ州を代表する微発泡の甘口ワイン。マスカットの甘酸っ
ぱさと微炭酸が心地よく爽やかな飲み口です。デザートでアップル
パイやマフィンと相性が抜群です。

4 辛口 2016 ｲﾀﾘｱ ¥2,500

新鮮なライムやメロン、花の香りが香しいリースリング。自然な酸と
ピリッとした柑橘果実やスイカズラの風味。ミネラルとテクスチャー
が美しいフィニッシュを生み出します。

6 辛口 2016 ｷﾞﾘｼｬ ¥4,400 ¥3,520
ミカンやライム、白い花の豊かなアロマ。ミネラルが豊富で、ボ
リュームもあり、透明感のある柑橘果実、レモンの皮のようなスパ
イシーさも持ち合わせます。高い酸は熟成を予感させます。

5 やや辛口 2016 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ ¥2,850 ¥2,280

¥3,160
赤果実やスパイス香。エキゾチックでソフトな赤果実を持ち乾燥し
たハーブも感じます。タンニンやミネラルがフィニッシュを彩り、ほの
かに石墨のようなニュアンスも感じます。

7 ﾐﾃﾞｨｱﾑ 2015 ﾌﾗﾝｽ ¥1,850 ¥1,480
肩の力を抜いて気楽に楽しめるガメイを愛するメリオー。栽培には
格別の手間をかけフィネスを引き出すようにしています。ピュアな果
実味が親しみやすい赤ワインです。

8 ﾐﾃﾞｨｱﾑ 2015 ｱﾙﾒﾆｱ ¥3,950

新鮮なチェリーや木苺のアロマを持ち、スパイスやアーシーな要素
が広がるピノ・ノワール。滑らかなタンニンと艶やかな質感の口当
たりで、引き締まった酸が全体のバランスを整えます。

10 ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ 2014 ｲﾀﾘｱ ¥4,500 ¥3,600
圧倒的な果実味の豊かさに加え、バニラやミントの複雑な香りが広
がります。タンニンは柔らかに調和しており長い余韻が楽しめま
す。トスカーナの新時代と言うべき見事なワインです。

9 ﾐﾃﾞｨｱﾑ 2015 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ ¥4,500 ¥3,600

11 甘口 2016 南ｱﾌﾘｶ ¥2,450 ¥1,960
スモーキーなハチミツやマスクメロンのアロマを持ち、焼いたパイ
ナップル、レモン、グレープフルーツ、ハチミツのフレーバーが広が
ります。引き締まった酸味も魅力の甘口ワインです。

A



出展 参考小売 当日特別
No. 価格(税抜） 価格（税抜）

ヴァン・ムスー・ﾌﾞﾗﾝ･ﾄﾞ･ﾌﾞﾗﾝ･ﾌﾞﾘｭｯﾄ･ｴｸｾﾚﾝｽ
ピエール・ド・サンヴィーニュ

JAN 3342000325002

シャルドネ
コントワール・デ・ザローム

JAN 3760200894614

シャルドネ・ヴァン・ド・フランス
ドゥデ・ノーダン

JAN 3660600002728

サンセール・キュヴェ・コート・ブランシュ
ソフィー・ベルタン

JAN 3760032566840

カベルネ・ソーヴィニヨン
コントワール・デ・ザローム

JAN 3760200894577

ラ・クロワ・ド・スピエ
ドメーヌ・フジュレー・ド・ボークレール

JAN 3527942132318

シャトー・プルトゥー・キュヴェ・エリアンヌ
ボルドー

JAN 3259861618917

ブルゴーニュ・ピノ・ノワール
ドメーヌ・ベルナール・ミヨ

JAN 4528161016570

シャトー・フォンテストー
オー・メドック

JAN 3760090529061

アルツァイヤー・リースリング・アウスレーゼ
シュロスミューレンホーフ醸造所

JAN 4528161016518

※価格はすべて税抜です

ラフィットからそう遠くない、素晴らしいロケーションに畑が。
2009年は偉大な年。良心的プライスで。

21 白
甘口

2015 ドイツ ¥2,500 ¥2,000 甘口です。鮮やかなブルーボトルです。
酸味はきつ過ぎず、これがヘッセンワインのいいところ。

20 赤
フルボディ

2009 フランス ¥3,600 ¥2,880

オーナーのエリアンヌ女史が、特別な区画の葡萄を、
しかも新樽50％も使用して造った特別キュヴェ。
高級ワインの風味。

19
赤

ミディアム
ボディ

2015 フランス ¥3,000 ¥2,400 ムルソーに本拠地を置くドメーヌ。イケメンが醸造。
待望の2015年。果実味豊か。将来が楽しみ。

18 赤
フルボディ

2012 フランス ¥2,500 ¥2,000

低価格、高品質。
これは、デイリー・ワイン、グラスワインに最適です。

17 赤
フルボディ

2013 フランス ¥2,000 ¥1,600 ブルゴーニュのドメーヌが南仏で造ります。
カベルネ・ソーヴィニヨン100％。素晴らしいバランス。

16 赤
フルボディ

NV フランス ¥1,100 ¥880

ブルゴーニュの老舗ドゥデ・ノーダンが南仏の葡萄で造る白。
ブルゴーニュ・ワインが高騰の中、
巷では人気商品となっています。

15 白
辛口

2016 フランス ¥3,800 ¥3,040
凄腕の造り手。残念ながら同年のプイィ・フュメは全滅。
その分このサンセールに全力投球したので、
これまた凄いワインに。

14 白
辛口

2015 フランス ¥1,800 ¥1,440

スペイン産アイレン種をブルゴーニュのネゴシアンが買い付けし、
醸造を行っています。低価格高品質がモットーです。

13
白

辛口
NV フランス ¥1,100 ¥880

一言、
これは素晴らしい。

12 泡
白

NV フランス ¥1,700 ¥1,360

おかじまやワインフェスティバル2017　出展リスト

社名　㈱アンフィニー 2017.10.29～30

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）

チェヴィコ

カンティーネ　デル　レ

JAN8011510011068

ドッグ・リッジ

ソーヴィニョン・ブラン

JAN9336729000108

シャーウッド・エステート

ストラタム　ソーヴィニョン・ブラン

JAN9417955616957

アンドリュー・ピース

ワインメーカーズ・ノート　シャルドネ

JAN9326817002732

ナタラワ

ステイブルズ・シャルドネ

JAN9417114104028

シャーウッド・エステート

ストラタム・ピノ・グリ

JAN9417955616988

サイドウッド

ピノ・グリ

JAN9342333000144

シャーウッド・エステート

ストラタム　ピノ・ノワール

JAN9417955616735

サイドウッド

ザ・リトル・ヴィリジャー　ピノ・ノワール

JAN9342333001875

アンドリュー・ピース

ワインメーカーズ・ノート　カベルネ・シラーズ

JAN9326817002749

ロルフ・ビンダー

バロッサ・ヴァレー　カベルネ・メルロー

JAN9333362000076

ドッグ・リッジ

ザ・パップ　シラーズ
JAN9336729000191

ウッドストック

パイロット・ビュー　シラーズ
JAN9314687055903

カレスキー

モッパ　シラーズ
JAN9338191000068

ボデガス・アル・スピーデ

ラ・サングリア
JAN8437010692475

※価格はすべて税抜です

有機栽培のテンプラニーリョ種に、こちらもオーガニックのオレンジ、レモン、シナ

モンを漬け込んだサングリア。飲み方色々、冬場はホットでも。
36 赤/やや甘 NV スペイン ¥960 ¥770

標高の高い場所に位置。海風と、夜間の山から吹き降りてくる涼しい風がブ

ドウの品質に良い影響を与えている区域。元空軍パイロットの創業者の情

熱溢れる1本。

35 赤 2016 オーストラリア ¥4,300 ¥3,440
樹齢60年を超えるシラーズを使用。収穫量を最大限抑え、力強い葡萄を

栽培。ワインの仕上がりもパワフルで骨太!!!他に無い明らかな個性。

34 赤 2013 オーストラリア ¥3,800 ¥3,040

大手生産者が支配しているこの地で、長い歴史をもつ小規模生産者。プラ

ム、ブラックベリー、メントール、ほのかな青さが複雑性を生んでいる。

33 赤 2015 オーストラリア ¥1,940 ¥1,550
生産した葡萄は半分は大手ワイナリーに販売、自分の納得のいく葡萄だけ

でワイン造りを行う蔵元。このシラーズは果実味たっぷりで飲み易いスタイル。

32 赤 2015 オーストラリア ¥2,400 ¥1,920

個性的な「馬ラベル」は気軽に飲んでもらいたいという思いから。この地でレ

ジェンド的存在のワインメーカーが手掛けており、エントリーラインながら確かな

品質。

31 赤 2015 オーストラリア ¥1,280 ¥1,020
圧倒的なパフォーマンスでバルで大人気!!!

甘やかでシルキーなタンニン、程よいボディを持ち合わせた万能ワイン。

30 赤 2014 オーストラリア ¥2,400 ¥1,920

標高が高く冷涼な場所に位置する単一畑より。

アロマティックで肉付きがよく、ジューシーな仕上がり。

29 赤 2016 ニュージーランド ¥2,300 ¥1,840
ワイン王国で２度の5ツ星が実証するレベルの高さ。

この価格でこの品質のピノ・ノワールはなかなか見つからない!!!

28 白 2015 オーストラリア ¥2,500 ¥2,000

ニュージーランドでは稀な、110年ものワイン造りの歴史と伝統を持つ造り

手。完熟メロン、パイナップルのようなフルーツをダイレクトに感じ取れる仕上が

り。

27 白 2016 ニュージーランド ¥2,100 ¥1,680
まさにライチ、洋ナシ、桃!!!　コンディションがとても良く、今飲んでもらいた

い!!!

26 白 2016 ニュージーランド ¥2,300 ¥1,840

THE・ニュージーソーヴィニョン!!!　抜栓直後から立つ鮮烈な若草と柑橘の

香り。味わいはミネラルを擁し、活き活きとした果実を感じ取れます。

25 白 2016 オーストラリア ¥1,280 ¥1,020
ワイン王国記念100号にて5ツ星の中の5ツ星を獲得!!!

「日本で飲もう最高のワイン」ではベストワインに選ばれる実力。

24 白 2016 ニュージーランド ¥1,900 ¥1,520

シャンパーニュ並みのガス圧5.3まで高めた弊社オリジナル。

品種はトレッビアーノを使用し極ドライ、強炭酸で長い泡持ち！

23 白 2015 オーストラリア ¥1,940 ¥1,550
「ニュージーのソーヴィニョン・ブランとは全く違った個性を表現したい」と造られ

た果実中心のワイン。ステンレスタンクで清潔感のある仕上がり。

22 白泡　辛 NV イタリア ¥1,180 ¥950

おかじまやワインフェスティバル2017　出展リスト

社名　㈱ＧＲＮ　　　　　　　　　　　　　　 2016.10.29～30

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）

イル・ポッジョ　スプマンテ

JAN　8000128005248

ラムーラ　オーガニック・ビアンコ

JAN　8003545999381

アンセルミ　サン・ヴィンチェンツォ

JAN　8027331000617

テルラン　テルラーネル・クラシコ

JAN　8021507731602

ラムーラ　オーガニック・ロッソ

JAN　8003545999374

ボルゴ・スコペート　ロッソ・トスカーナ

JAN　8004012000135

ドメーヌ・ガティノワ　シャンパーニュGCアイ
トラディシオン　ブリュット

JAN

マコン・ピエールクロ・ブラン
キュヴェ・フュ・ドゥ・シェーヌ

JAN　3760202540007

トゥーレーヌ・ソーヴィニヨン・ブラン

JAN　3571680000019

ドメーヌ・ラモネ　パストゥグラン

JAN

コルビエール・キュヴェ・マジュール・ルージュ

JAN　

ヴィーニャ・エラスリス　マックス　レゼルヴァ　ＧSM

JAN　0608057106500

※価格はすべて税抜です

元DRCの栽培責任者が醸すコルビエールのトップ・キュヴェ。
艶やかでシルキーな口当たりがエレガントな印象を与える。他エリアの何倍もの価
格のグランヴァンと比較して、実にお買い得なワイン。
シラー主体、グルナッシュのブレンド

48 赤
ミディアム

2014
チリ

アコンカグア・ヴァ
レイ

¥2,600 ¥2,080

2017年6月から新リリース！チェリーやザクロを想わせるチャーミングな香りに、白胡椒やブ
ラックベリー、ほのかにキャラメルやチョコレートのニュアンスが加わります。世界のトップを
獲得したエラスリスが、地中海品種の豊かな味わいとエレガンスを見事に融合させました。
グルナッシュ45％、シラー35％、ムールヴェードル20％

47 赤
ミディアム

2012 フランス
ラングドック地方 ¥3,800 ¥3,040

ロワール地方、トゥーレーヌで6代続く名門「ジャン・マリー・ペネ」。
ロイヤル・ファミリーの晩餐会にも使用される実力派！ピュアで華やかな香り、冷涼
な気候ならではの美しい酸味が心地よいワインです。ソーヴィニヨン・ブラン100％

46 赤
ミディアム

2015 フランス
ブルゴーニュ地方 ¥3,200 ¥2,560

伝説の料理人、アラン・シャペルが元詰を懇願したワイン。世界中で飲めるのはフラ
ンス以外では日本だけ！ガメイが入っているとは思えない、ピュアで軽やかな味わ
い。シャサーニュ・モンラッシェのトップ・ドメーヌ「ラモネ」の実力を体感下さい。ガメ
イ、ピノ・ノワール

45 白
辛口

2015 フランス
ロワール地方 ¥2,200 ¥1,760

アイ村NO.1のレコルタン！（村２６８生産者のトップ！）
最高峰のピノ・ノワールを産出するアイ村。力強さだけでなく、シャルドネをブレンド
する事で最高のフィネスを演出します。
ピノ・ノワール80％、シャルドネ20％

44 白
辛口

2015 フランス
ソーヌ地方 ¥3,000 ¥2,400

ブルゴーニュワインの生き字引、マルク氏の集大成ともいうべき1本。
レモンや花、蜜を含んだリンゴや桃の香り。厚みのある完熟した果実味をミネラルと
酸が支え、上品な樽も感じられるパーフェクトなバランス。シャルドネ100％

43 泡・白
辛口

NV
フランス

シャンパーニュ地
方

¥6,500 ¥5,200

緩やかな南向き斜面の畑で丁寧に栽培された葡萄の完熟を待って、毎年9月中旬
ごろに収穫。艶やかな色合いで、赤いベリーやプラムの香り、口に含むと優しく、果
実味と美しい酸味がバランスした赤ワインです。（ネロ・ダーヴォラ種）

42 赤
ミディアム

2015 イタリア
トカーナ州 ¥1,400 ¥1,120

風光明媚なトスカーナの自然の中、キャンティクラシコエリアの最南端に位置するボルゴ･スコペートは、
映画「ジュリエットからの手紙」の舞台ともなったトスカーナが誇る美しいワイナリーです。その歴史は非
常に古く、シエナ大聖堂が所有していた居留地として1067年にまで遡ります。ワインはサンジョヴェーゼ
にメルロの丸み、プティヴェルドとアリカンテの厚みと複雑さが加った深みのある味わいです。（サンジョ
ヴェーゼ種79％、メルロー種7%、プティ・ヴェルド7種%、アリカンテ種7%）

41 赤
ライト

2016
イタリア

シチリア州 ¥1,200 ¥960

イタリアで最も有名な白ワイン、ソアヴェの名を自身でワインの地図に書き込みながらも、高収
量で凡庸なワインが多いその名称を好まずそのDOCを脱退。南国系のフルーツの香りに、切れ
の良い爽やかな酸とミネラルを感じます。（ガルガネガ種70%、シャルドネ＆ソーヴィニヨン・ブラ
ン種30%）

40 白
辛口

2016
イタリア

南チロル地方 ¥3,000 ¥2,400

1893年からの歴史と伝統のアッサンブラージュを現在まで守り続けるテルランのア
イデンティティー。明け方の空に浮かんだ三日月のようなミネラル感が、薄れかけた
遠い記憶を思い出させてくれる一本です。（ピノ・ビアンコ種60％、シャルドネ種30%、
ソーヴィニヨン・ブラン種10%）

39 白
辛口

2016
イタリア

ヴェネト州 ¥2,500 ¥2,000

ロンバルディアの日照量が豊富な気候の中で育った熟した果実が、ふくよかでフレッ
シュな口当たりをもたらします。酵母がつくった自然で細かくリッチな泡、4.3気圧と高
いガス圧で、永い泡もちを感じさせるナチュラル・スプマンテです。（グレーラ種＆ガ
ルガネガ種）

38
白

辛口
2016 イタリア

シチリア州 ¥1,200 ¥960
シチリア島の西部に位置するマルサラ、サレミ地区の無農薬有機栽培の葡萄から。
自然のままの味わいを健全に楽しめます。レモンやパイナップルを思わせる香り。フ
レッシュで香り高く、バランスの取れた白ワインです。（カタラット種）

37 泡・白
辛口

NV
イタリア

ロンバルディア州 ¥1,400 ¥1,120

おかじまやワインフェスティバル2017　出展リスト

社名 ㈱ヴァンパッシオン　　　　　　　　　　　　　 2017.10.29～30

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）

プロセッコ  オーガニック モンタルバーノ

JAN 8030316009987

ハイトリンガー･ホワイト　オーガニック

JAN 4993199551407

ソーヴィニヨン・ブラン　オーガニック　ベギュードゥ

JAN 3760125091150

ピノグリージョ  フリウリ　オーガニック モンタルバーノ

JAN 8030316001011

ガレルナ・シャルドネ

JAN 8437010828331

ハイトリンガー　ピノ・ノワール　オーガニック

JAN 4993199551476

メルロー フリウリ　オーガニック　モンタルバーノ

JAN 8030316001134

CH デュ・テルトル ベレール オーガニック

JAN 3760041799581

ガレルナ・カベルネ・ソーヴィニヨン

JAN 3760041799581

アルティガソ

JAN 8410451006933

※価格はすべて税抜です

深いルビー色を呈し、フレッシュな摘みたてベリーを思わせる爽や
かな果実味に、スミレの花や少し青いバナナのニュアンス。チャー
ミングで柔らかな果実味が楽しめ、丸みをおびたタンニンが心地良
い。

58 赤 2009 スペイン ¥2,150 ¥1,720
パワフルでしっかりとしたストラクチャーとタンニンの土っぽさが感じ
られ、ダークチョコレートのようなまろやかな風味が口いっぱいに広
がります。

57 赤 2016 スペイン ¥1,300 ¥1,040

完熟ブドウ由来の旨みがあり、滑らかでスパイシーな果実味。チェ
リーや少しハーブのニュアンス。しなやかな酸味に余韻では少しビ
ター感があり、適度に複雑味のあるミディアムの仕上がり。

56 赤 2012 フランス ¥1,550 ¥1,240
上品な赤い果実に黒胡椒のニュアンスが感じられ、しなやかな酸
味と適度なコクのある非常に調和の取れた味わいに仕上がってい
ます。熟したビロードの果実味も感じられます。

55 赤 2013 イタリア ¥1,750 ¥1,400

温州ミカンやアンズのドライフルーツなどオレンジ色の果物のアロ
マと僅かにメロン・白桃などのアロマ。バランスの良い酸味があり、
さっぱりとした飲み口ながら、程よいコクが楽しめる食事に寄り添う
タイプの白ワイン。

54 赤 2012 ドイツ ¥2,800 ¥2,240

透明感のあるルビーレッド。赤果実やチェリーの甘酸っぱさと、完
熟果実由来のほんのり甘いアロマ。ピノ・ノワール特有の華やかさ
があり、ブルゴーニュを彷彿とするスタイル。滑らかで調和のとれた
味わい。

53 白 2015 スペイン ¥1,300 ¥1,040

淡い黄緑色を呈し、西洋スグリと生き生きとした草原の香り、また
引き締まったライムとグレープフルーツの柑橘系のアロマ。非常に
飲みやすくフレッシュなワインです。

52 白 2015 イタリア ¥1,850 ¥1,480
柑橘系のアロマと酵母由来の複雑なアロマ。強さよりも料理に合わ
せることを重視した伝統的なスタイル。繊細な果実味とすっきりした
酸味、余韻で塩味とミネラルを感じます。

51 白 2014 フランス ¥1,900 ¥1,520

酵母由来の香ばしさと、バランス良くキレのよい酸味。泡持ちがよ
く、洗練された複雑味と骨格があり、味わいはかなりの本格派。

50 白 2014 ドイツ ¥1,950 ¥1,560
アロマティックで爽やかな飲み心地の白ワイン。黄色い南国フルー
ツに白桃、微かにハーブのアロマ。完熟果実の優しい甘みに、心
地よい酸味と程よいミネラルがあり後味はさっぱりとした印象。

49 泡・白 NV イタリア ¥2,350 ¥1,880

おかじまやワインフェスティバル2017　出展リスト

社名 マルカイコーポレーション㈱　　　　　　　　　　 2017.10.29～30

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）

サンタモニカ　カヴァ　ブリュット

JAN

ピッタカム　バリカ

JAN：8437002537157

キンタイノハル　ティント　クリアンサ

JAN：8427336000146

キンタイノハル　ブランコ

JAN：8427336000023

キンタイノハル　ロサード

JAN：8427336000016

フンドスドーファー　ブラウブルガー

JAN：9120029720053

フンドスドーファー　ザンクトローレント

JAN：9120029720060

ロイマー　ランゲンロイザー　リースリング

JAN：9120009721803

ロイマー　ランゲンロイザー　グリューナーフェルトリーナー

JAN：9120009721827

ロイマー　トラウベンザフト　1000ｍｌ

JAN：9120009720813

※価格はすべて税抜です  

フレッドロイマー氏の新作です。黄色いリンゴ、グレープフルーツ、
グリューナーフェルトリーナーらしいペッパースパイスの香り。ドライ
且つジューシー。酸味と果実味のバランスが優れている逸品です。

68 ジュース 2015 オーストリア ¥2,400 ¥1,200
ブラウアーボルチュギーザー４０％、ツヴァイゲルト３０％、レース
ラー３０％で造られたロゼのブドウジュースです。まるで、トマト
ジュースを飲んでいるかのような爽やかさです。

67 白 2016 オーストリア ¥3,500 ¥2,800

熟成した野生のチェリーの香り。ドライで力強いストラクチャーと
酸。マイルドでバランスの良い仕上がり。チーズやお肉料理にあい
ます。

66 白 2016 オーストリア ¥3,667 ¥2,940
フレッドロイマー氏の新作です。グレープフルーツの香りに桃の
ニュアンス。成熟した果実味といきいきとした酸との調和。余韻も長
く続きます。

65 赤 2013 オーストリア ¥2,600 ¥1,740

テンプラニーリョ１００％。しっかりとした濃い目のロゼワイン。その
まま飲んでも、お料理にも合わせても、デザートに合わせてもおい
しく飲めるワインです。ロンドンのテーブルロゼワインで金賞受賞。

64 赤 2013 オーストリア ¥2,200 ¥1,470

ブラウアーボルチュギーザーと、ブラウフレンキッシュを掛け合わせ
て造られたブラウブルガー。ドライで口当たりも良く、引き締まった
テクスチャー。優しいベリー系の果実を感じます。お魚料理にもあ
います。

63 ロゼ 2014 スペイン ¥1,800 ¥670

テンプラニーリョ１００％。濃密な果実味に、柔らかいタンニンとの
バランスが素晴らしく、熟成感からくる複雑さも感じることができま
す。様々な料理に合わせることができるワインです。

62 白 2015 スペイン ¥1,800 ¥670
ヴェルデホ１００％。フレッシュで心地よい酸味を感じることができる
辛口の白ワインです。魚介類だけではなく、お肉料理にも合わせる
ことができます。

61 赤 2012 スペイン ¥1,800 ¥670

スペインのモンマルサル社が造った、気軽に飲めるスパークリング
ワインです。すっきりとした辛口が特徴です。

60 赤 2011 スペイン ¥3,000 ¥2,000
メンシア１００％でエステート育ちのワイン。古木から収穫されたブ
ドウで造られていて、非常にパワフルな赤ワインです。お肉料理に
最適です。

59 泡　白 NV スペイン ¥1,700 ¥1,080

おかじまやワインフェスティバル2017　出展リスト

社名　㈱日本グランドシャンパーニュ　　　　　　　　　　　 2017.10.29～30

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）

フランシス・コッポラ ソフィア ブリュット ロゼ
モントレー・カウンティ

JAN 739958163283

シュラムスバーグ ブラン･ド･ブラン ノース・コースト

JAN 19855112004

ペッパーウッド・グローヴ　ジンファンデル

JAN 17444000251

オーク・リッジ・ワイナリー　イントゥ
ジンファンデル ロダイ

JAN 82544009503

オーク・リッジ・ワイナリー　ＯＺＶ
オールド・ヴァイン・ジンファンデル ロダイ

JAN 82544009046

フランシス・フォード・コッポラ ディレクターズ・カット
ジンファンデル ドライ・クリーク・ヴァレー

JAN 739958057308

グレイ・フォックス・ヴィンヤード
カベルネ・ソーヴィニヨン カリフォルニア

JAN 41985441877

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

JAN 897941000776

フランシス・フォード・コッポラ ディレクターズ・カット
カベルネ・ソーヴィニョン アレキサンダー・ヴァレー

JAN 739958057001

ヴィーニャ・コボス　フェリーノ マルベック メンドーサ

JAN 897941000974

※価格はすべて税抜です

濃い果実のフレーバーにしっかりとしたタンニン、リッチな樽の個性も感じられます。
フルボディで滑らかさも持ち、プティ・ヴェルドやカベルネ・フランのブレンドにより複
雑味も増しています。フレンチオーク樽で１４ヶ月熟成（４０％新樽）。妥協の無い高
い技術水準によりワイン造りと映画製作の両方がアメリカの真の芸術になった事実
と、映画製作の歴史に敬意を表したボトルデザインになっています。

78 フルボディ 2016 アルゼンチン ¥2,550 ¥1,760
エレガントでバランスが良く、口に含むとリコリスやチョコレートが感
じられ、口いっぱいに広がるスムーズな舌触りと存在感あるタンニン
が長い余韻に続きます。

77 フルボディ 2014 アメリカ ¥5,180 ¥3,800

カベルネ・ソーヴィニョンの良さが充分に満喫できるワインです。まろ
やかなタンニンが濃さのあるカベルネ･ソーヴィニョンを飲みやすくし
ています。

76 フルボディ 2015 アルゼンチン ¥2,550 ¥1,760
タンニンが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。

75 ミディアム 2015 アメリカ ¥1,200 ¥880

50-100 年の樹齢のブドウを使用、樽とステンレス熟成のロットをブ
レンドし、フレッシュ感と複雑味を表現。

74 フルボディ 2013 アメリカ ¥4,480 ¥3,300
【サクラ・アワード２０１６金賞】出展の度、ご好評のジンファンデル！
フレンチとアメリカンオーク樽で１２ヶ月熟成（２５％新樽）。Shall we
dance?

73 フルボディ 2015 アメリカ ¥2,450 ¥1,800

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、バランス良い酸、滑らかなタンニンが、長い余韻に導きま
す。

72 ミディアム 2014 アメリカ ¥2,100 ¥1,540
カリフォルニア内陸部ロダイのジンファンデル。ジャミーでチョコレー
トのフレーバーにスモーキーな後味。キャッチーなラベルも面白い！

71 ミディアム 2014 アメリカ ¥1,750 ¥1,290

アルコールと炭酸は低め、ピノ・ノワール８割の贅沢スパークリング。

70 スパーク
リング

2014 アメリカ ¥5,300 ¥4,240

このブラン・ド・ブランこそ、1972年に当時のニクソン大統領が、北京
で周恩来首相と杯を交わしたワインです。ナパ、ソノマ、マリンの各
郡のシャルドネを使用。

69 辛口 2016 アメリカ ¥3,680 ¥2,700

おかじまやワインフェスティバル2017　出展リスト

社名 ワイン・イン・スタイル㈱　　　　　　　　　 2017.10.29～30

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）

ラック & リドル / ブリュット 

JAN 8-52743-00215-1

ランチ　32 / ソーヴィニヨン ブラン

JAN 6-75829-40007-4

ランチ　32 / カベルネ ソーヴィニヨン

JAN　6-75829-40004-3

チャールズ スミス /  ワインズカンフー ガール リースリング

JAN　1-84745-00004-1

チャールズ スミス /  ザ ベルベット デビル メルロ

JAN　1-84745-00019-5

チャールズ スミス /  ブーン ブーン シラー

JAN　1-84745-00007-2

キャノンボール / ソーヴィニヨン ブラン

JAN　8-96499-00141-9

キャノンボール / メルロ

JAN　8-96499-00111-2

ソーコル ブロッサー / ピノ ノワール

JAN　0-88473-98050-0

ドメーヌ　セリーヌ / 　ピノノワール　エヴェンスタッド　リザーヴ

JAN　6-89192-37027-8

※価格はすべて税抜です

1971年から続くオレゴンの老舗ワイナリー。チェリーやダークフ
ルーツのアロマをもつ表情豊かなオレゴンらしいピノ。

88 赤 2013 アメリカ /
オレゴン ¥9,900 ¥7,920 DRCとの飲み比べで勝利したり、昨年はアメリカの有名ワイン誌で

年間のトップワインに輝いたり常に先頭を走り続ける銘醸酒。

87 赤 2014 アメリカ /
オレゴン ¥4,600 ¥3,680

去年日本初上陸！トロピカルフルーツとライムのたっぷりとした香
り、爽やかな酸味と食欲をそそるフレーバーがたまらない。

86 赤 2014 アメリカ /
ソノマ ¥2,900 ¥2,320 水に飛び込む少年の姿が印象的なラベル。子供のような無垢な心

で純粋に楽しんでほしい。ボルドータイプでリッチ＆フルーティ。

85 白 2015 アメリカ /
ソノマ ¥2,900 ¥2,320

ベルベッドのようにしなやかで艶やかなメルロ。悪魔のささやきにつ
いつい飲み進んでしまう。

84 赤 2015 アメリカ /
ワシントン ¥2,800 ¥2,240 ワシントン州の太陽の恵みをふんだんに受けて育ったぶどう。まる

でフルーツの爆弾！

83 赤 2015 アメリカ /
ワシントン ¥2,600 ¥2,080

ぎゅっと凝縮した果実のフレーバーと滑らかなタンニンが見事にブ
レンド。スムーズに流れ込む気持ちの良い飲み口。

82 白 2015 アメリカ /
ワシントン ¥2,400 ¥1,920 少しスパイシーなアジアンフードにもぴったり！映画「キルビル」か

らアイデアを得たラベルデザイン。

81 赤 2014 アメリカ /
カリフォルニア ¥1,780 ¥1,420

最新式の設備とテクノロジーを用いシャンパーニュと同じ作り方。コ
ストパフォーマンス抜群の泡。

80 白 2016
アメリカ /

カリフォルニア ¥1,780 ¥1,420
カリフォルニアでも冷涼なモントレーで作られる爽やかな白ワイン。
刺激的なシトラスのアロマ。パイナップルとグアバの愛らしいフレー
バー。

79 泡 NV アメリカ /
カリフォルニア ¥2,900 ¥2,320

おかじまやワインフェスティバル2017　出展リスト

社名　オルカインターナショナル㈱　　　　　　　　 2017.10.29～30

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）

ファミーユ・ヒューゲル　/　ジョンティ・ヒューゲル

JAN 3300370111038

ファミーユ・ヒューゲル　/　リースリング・クラシック

JAN 3300370190033

ティボー・リジェ・ベレール　/
ブルゴーニュ・レ・ドゥー・テール

JAN なし

ラ・ヴィエイユ・フェルム　/　リュベロン・ブラン

JAN 3296180000047

ラ・ヴィエイユ・フェルム　/　ヴァントゥー・ルージュ

JAN 3296180000016

ファミーユ・ペラン　/　ヴァンソーブル・レ・コルニュ

JAN 3296180000641

スペルバウンド　/　シャルドネ

JAN 0877397000100

スペルバウンド　/　カベルネ・ソーヴィニヨン

JAN 0877397000094

スペルバウンド　/　プティ・シラー

JAN 0877397000117

ジョセフ・フェルプス・ヴィンヤード　/
イニスフリー・カベルネ・ソーヴィニヨン

JAN 010465008909

エンブレム　/　ナパ・ヴァレー・カベルネ・ソーヴィニヨン

JAN 0728759132109

マタンザス・クリーク・ワイナリー　/　メルロ

JAN 0728759132109

※価格はすべて税抜です

モンダヴィ・ファミリーのフラッグシップであるエンブレム。カリフォル
ニアモダンスタイルで肉付きが良く滑らかなフルボディ。

100 赤 2014 カリフォルニア/
ソノマ ¥4,800 ¥3,600 人里離れた山奥で造る極上のメルロ。ペトリュスクローンから造ら

れる滑らかな質感と官能的なスタイル。隠れた逸品です。

99 赤 2014 カリフォルニア/
ナパ・ヴァレー ¥6,200 ¥4,650

プティ・シラーはシラーのハイブリッドとしてカリフォルニアでは古く
から親しまれました。ジュージーでコクのあるスタイル。

98 赤 2013 カリフォルニア/
ナパ・ヴァレー ¥5,000 ¥3,750 カリフォルニアワインを押し上げたパイオニアのひとりでもあるフェ

ルプスの重厚感あふれるワイン。深く濃く美しいワイン。

97 赤 2015 カリフォルニア ¥2,600 ¥1,950

カリフォルニアらしい果実味と樽感を全面に押し出したワイン。トロ
ピカルフルーツにバターやバニラのリッチな味わい。

96 赤 2015 カリフォルニア ¥2,600 ¥1,950 モンダヴィ・ファミリーの手掛ける王道カリフォルニアカベルネ。凝
縮した果実味、熟したベリーのフレーバー。魅惑のワイン。

95 白 2015 カリフォルニア ¥2,600 ¥1,950

南仏トップの生産者「ペラン」の手掛けるコスパワイン。南仏らしい
ピュアでチャーミングな果実味。

94 赤 2014 フランス/
ローヌ ¥2,700 ¥2,020 東京のトップソムリエがこぞって高評価。南仏らしい野性的なアロ

マを感じつつもシャープな酸がバランスよくエレガント。

93 赤 2015
フランス/

ローヌ ¥1,500 ¥1,120

ドゥー・テールとは2つのテロワール。ピノとガメイのブレンドが生み
だす洗練されたモダンブルゴーニュ。

92 白 2016
フランス/

ローヌ ¥1,500 ¥1,120 南仏トップの生産者「ペラン」の手掛けるコスパワイン。南仏らしい
テロワールを感じるピュアなテイスト。

91 赤 2013
フランス/

ブルゴーニュ ¥3,300 ¥2,470

アルザスを代表する名門ワイナリーが造る華やかでチャーミング
な辛口白ワイン。

90 白 2015 フランス/
アルザス ¥2,750 ¥2,060 アロマティック品種の代表格。お手本のような美しいリースリング。

89 白 2015
フランス/
アルザス ¥2,100 ¥1,570

おかじまやワインフェスティバル2017　出展リスト

社名 ジェロボーム㈱　　　　　　　 2017.10.29～30

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）

ドメーヌ　サン・ヴァンサン　ブリュット

JAN　701253005001

ファームハウス　ホワイト　カリフォルニア

JAN　098652840006

スリー・シーヴス　ピノ・グリ　カリフォルニア

JAN　894509008748

シーグラス　リースリング　モントレー

JAN　085200005765

ロンバウアー　シャルドネ　カーネロス

JAN  097921970109

スリー・シーヴス　ピノ・ノワール　カリフォルニア

JAN  894509008786

ベンチ　ピノ・ノワール　ソノマ・コースト

JAN　793573135421

ジョエル・ゴット　ジンファンデル　カリフォルニア

JAN　188985000120

キャッスル・ロック　プティット・シラー　ロダイ

JAN　083837005011

スリーシーヴス　カベルネ・ソーヴィニヨン　カリフォルニア

JAN  894509008809

ブラックスミス　カベルネ・ソーヴィニヨン　ナパ・ヴァレー

JAN　891269000197

レイミー　カベルネ・ソーヴィニヨン　ナパ・ヴァレー

JAN  185983000107

※価格はすべて税抜です

ナパ・ヴァレー各地から集めた良質なブドウを使って造る、５０００
円以下のハイ・パフォーマンスのナパ・カベルネ。

112 赤
フルボディ

2007 アメリカ合衆国 ¥12,400 ¥9,920
ドミナスの元醸造家であるレイミー。ラークミードなど著名畑のブド
ウを使って造る、ナパ・ヴァレーの熟成感が楽しめる２００７のカベ
ルネ。

111 赤
フルボディ

2014 アメリカ合衆国 ¥4,500 ¥3,600

カリフォルニアならではのぶどう品種プティット・シラー。濃厚な風
味ながら熟成が進み柔らかい風味に。

110 赤
フルボディ

2015 アメリカ合衆国 ¥1,800 ¥1,440 "３人の泥棒"という名のワイン。安くて旨いワインを追求した３人
のスゴ腕醸造家が造るコストパフォマンス抜群のワイン。

109 赤
フルボディ

2012 アメリカ合衆国 ¥2,300 ¥1,840

カリフォルニアのピノ・ノワール＝濃厚　というイメージを打ち崩す
新世代のピノ・ノワール。冷涼感を感じさせるエレガントなスタイ
ル。　　　　　　　　　2015VT上代価格3500円に変更（11月中旬予定）

108 赤
フルボディ

2015 アメリカ合衆国 ¥2,600 ¥2,080 アメリカで大人気のジョエル・ゴットが手がける、複雑さと重厚な風
味のジンファンデル。スパイシーな風味が食欲をそそる。

107
赤

ミディアム
ボディ

2014 アメリカ合衆国 ¥3,300 ¥2,640

あふれる果実味とリッチな樽の香り・・　古き佳きカリフォルニアの
スタイルを貫くナパ・ヴァレーのファミリーワイナリー。

106
赤

ミディアム
ボディ

2015 アメリカ合衆国 ¥1,800 ¥1,440 "３人の泥棒"という名のワイン。安くて旨いワインを追求した３人
のスゴ腕醸造家が造るコストパフォーマンス抜群のワイン。

105 白
やや辛口

2015 アメリカ合衆国 ¥6,300 ¥5,040

"３人の泥棒"という名のワイン。安くて旨いワインを追求した３人
のスゴ腕醸造家が造るコストパフォーマンス抜群のワイン。

104 白
やや甘口

2016 アメリカ合衆国 ¥2,300 ¥1,840
ほんのり甘口のリースリング。モントレーの冷たい海風を思わせる
爽やかな酸味とのバランスが素晴らしい。美しいブルーボトルも人
気。

103 白
辛口

2015 アメリカ合衆国 ¥1,800 ¥1,440

シャンパーニュから移住したファミリーが創立したワイナリー。
ニューメキシコ州、カリフォルニア州、ワシントン州の良質なぶどう
をブレンドした新しいスタイルのアメリカンスパークリング。

102
白

やや辛口
2015 アメリカ合衆国 ¥2,000 ¥1,600

ヴィオニエ、パロミノ、マスカット・カネリ、ソーヴィニヨン・ブラン、マ
ルヴァジアのブレンド。ユニークなスタイルで食事によく合うコスト
パフォーマンスの高い白。

101 白・泡
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2017　出展リスト

社名 布袋ワインズ㈱　　　　　 2017.10.29～30

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）

アナ・デ・コドーニュ　スリーバーボトル

JAN　4973480849772

アナ・デ・コドーニュ・ロゼ　スリーバーボトル

JAN　4973480849789

ジャン・ダルモン　メルロー

JAN　4973480911332

ジャン・ダルモン　シャルドネ

JAN　4973480911349

カッシェロ・デル・ディアブロ　カベルネ・ソーヴィニヨン

JAN　4973480659364

カッシェロ・デル・ディアブロ　シャルドネ

JAN　4973480659388

シャトー・メルシャン　長野メルロー

JAN　4973480335282

シャトー・メルシャン　長野シャルドネ

JAN　4973480333264

ドメーヌ・ロン・デパキ　シャブリ・プルミエ・クリュ　レ・ヴァイヨン

JAN　4973480574773

ＮＯ．１１　リースリング　Ｑ．ｂ．Ａ．

JAN　4973480642373

※価格はすべて税抜です

プルミエ・クリュ（第一級）「レ・ヴァイヨン」の名高さ通りの上品な
オーク香と骨格、ミネラル感が際立つシャブリ。魚介類はもちろん、
様々なシーンに。

122 白
やや甘口

－ ドイツ ¥1,320 ¥1,060 「№11」は秀逸なワインが出来上がった時の樽ナンバーが11であっ
たことから誕生。程よい酸味に包まれた心地よい甘さが特徴です。

121 白
辛口

2014 フランス ¥5,770 ¥4,620

日本を代表するメルローの産地である長野県のメルローを贅沢に
使用。メルローの熟した果実感とエレガントな味わいが至福のひと
ときを醸し出します。

120 白
辛口

2015 日本 ¥3,020 ¥2,420 長野県で収穫されたシャルドネを主体にオーク樽で熟成。品の良
いなめらかな口当たりとコクのバランスが見事なワイン。

119 赤
フルボディ

2015 日本 ¥3,620 ¥2,900

あまりのおいしさからの盗み飲みを防ぐ為、「ワイン蔵に悪魔が棲
んでいる」とうわさを流し、ワインを守った逸話に由来するワイン
（ディアブロ＝デビル）。パワフルな味わいはお肉にピッタリ。

118 白
辛口

－ チリ ¥1,570 ¥1,260

あまりのおいしさからの盗み飲みを防ぐ為、「ワイン蔵に悪魔が棲
んでいる」とうわさを流し、ワインを守った逸話に由来するワイン
（ディアブロ＝デビル）。オーク由来の味わいは様々なシーンを引き
立てます。

117
赤

フル
ボディ

－ チリ ¥1,570 ¥1,260

業務用専用でフランスらしい伝統的なラベル。メルロー種による、し
なやかなタンニンと豊かな果実味、ほどよい酸味がバランスよく、
ハウスワインやワンランク上質の宴会にオススメの一品です。

116
白

辛口
－ フランス ¥1,090 ¥880

業務用専用のフランスらしい伝統的なラベル。トロピカルなシャルド
ネは、ハウスワインやワンランク上質の宴会にオススメの一品で
す。

115
赤

ミディアム
ボディ

－ フランス ¥1,090 ¥880

スペインで初めてカヴァを造り、スペイン王室御用達のコドーニュ
社が送る、シャンパン品種のシャルドネを中心としたカヴァ。スタイ
リッシュなスリーバーボトルも魅力的。

114
ロゼ

スパーク
リング

－ スペイン ¥3,420 ¥2,740
スペインで初めてカヴァを造り、スペイン王室御用達のコドーニュ
社が送る、シャンパン品種のピノ・ノワールとシャルドネだけのカ
ヴァ。チャーミングなスリーバーボトルも魅力的。

113
白

スパーク
リング

－ スペイン ¥3,420 ¥2,740

おかじまやワインフェスティバル2017　出展リスト

社名　メルシャン㈱　　　　　 2017.10.29～30

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）

グラシアン・エ・メイエ
クレマン・ド・ロワール　ブリュット

JAN　　3113590000392

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

ディステル
リベルタス　シャルドネ

JAN　　6001452309707

ルイ・ジャド
スティール・シャルドネ

JAN　　3535928010024

コンチャ・イ・トロ
マルケス・デ・カーサ・コンチャ　シャルドネ

JAN　　4900251003231

ディステル
リベルタス　カベルネ・ソーヴィニヨン

JAN　　6001452309905

テュヌヴァン
メルロー　バイ・テュヌヴァン

JAN　　4900251013629

Ｍ．シャプティエ
コート・デュ・ローヌ　ルージュ　ベルルーシュ

JAN　　4959058051068

ルイ・ジャド
ブルゴーニュ・ガメイ　シャトー・デ・ジャック

JAN　　3535921270104

コンチャ・イ・トロ
マルケス・デ・カーサ・コンチャ　カベルネ・ソーヴィニヨン

JAN　　4900251003200

ルイ・ジャド
ソンジュ・ド・バッカス　ブルゴーニュ　ピノ・ノワール

JAN　　4900251016583

※価格はすべて税抜です

【「マルケス」という名の「伝統」と「高貴」を象徴するワイン】
しっかりとしたタンニンとシルクのような舌触り。力強さとエレガンス
を兼ね備えたワインです。

134
赤

ミディアム
ボディ

2012 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】
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。現在、飲み頃のワインです。

133 赤
フルボディ

2015 チリ ¥2,200 ¥1,760

【ＰＰ100点常連蔵が造るリーズナブルで高品質なワイン】
ローヌ南部で収穫されたブドウを使用。まろやかでコクがあり、果実
味豊かで渋味が穏やかな優しい味わいのワインです。

132
赤

ミディアム
ボディ

2015 フランス ¥2,500 ¥2,000

【クリュ・ボージョレのみで造るブルゴーニュ・ガメイ】
花のようなアロマと果実香が広がり、滑らかなタンニンを感じられま
す。しっかりとした骨格、華やかでエレガントな味わいのワインで
す。

131
赤

ミディアム
ボディ

2015 フランス ¥1,800 ¥1,440

【南アフリカの代表的なファインワインの造り手】
カベルネ・ソーヴィニヨンから造られるベリー系の果実味を含み、程
よいタンニンが感じられる赤ワインです。

130 赤
フルボディ

2012 フランス ¥1,800 ¥1,440

【ボルドー右岸のスペシャリストが造るメルロー！】
Ch.ヴァランドローのテュヌヴァン氏が造る、上品でフルーティー、心
地よいタンニンとなめらかな舌触りが特徴のフルボディの赤ワイン
です。

129
赤

ミディアム
ボディ

2016 南アフリカ ¥980 ¥780

【日本初登場！米国で大好評のシャルドネ！！】
ブルゴーニュ産シャルドネ種を１００％ステンレスタンクで醸造・熟成
したフルーティーでさわやかな辛口白ワインです。

128 白
辛口

2016 チリ ¥2,200 ¥1,760
【「マルケス」という名の「伝統」と「高貴」を象徴するワイン】
ミネラル感が感じられる、果実の熟した味わいとなめらかな味わい
が特徴のワインです。

127 白
辛口

2016 フランス ¥2,700 ¥2,160

【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。

126 白
辛口

2016 南アフリカ ¥980 ¥780
【南アフリカの代表的なファインワインの造り手】
酸味がエレガントで柔らかい口当たりを持ち、さわやかな柑橘系の
風味が感じられるワインです。

125 白泡
辛口

NV フランス ¥7,500 ¥6,000

【名門シャンパンメゾンがロワールで造るハイコスパ泡】
真珠のような泡立ち。豊かな果実は柑橘系果実やハチミツ、アカシ
アなどの複雑な香りです。フレッシュでクリスピーな酸が感じられま
す。

124 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。

123 白泡
辛口

NV フランス ¥1,900 ¥1,520

おかじまやワインフェスティバル2017　出展リスト

社名 日本リカー㈱　　　 2017.10.29～30

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）

てぐみデラウェア　750ml

JAN 4950973 015203

てぐみマスカットベリーA　750ml

JAN 4950973 015401

シードル　500ml

JAN 4950973 015821

京丹後産サペラヴィ　720ml

JAN 4950973 016019

未濾過甲州　720ml

JAN 4950973 035706

マスカットベリーA 720ml

JAN 4950973 015135

丹波ワインヌーボー 720ml

JAN 4950973 007055

丹波鳥居野ソーヴィニヨン・ブラン 750ml

JAN 4950973 030770

丹波鳥居野ピノ・ノワール 750ml

JAN 4950973 031524

丹波鳥居野タナ 750ml

JAN 4950973 032224

※価格はすべて税抜です

自社農園産平均樹齢27年のピノ・ノワールを使用し、樽熟成15ヶ月
（新樽率16％）。ラズベリーやイチゴを思わせる赤系フルーツの香り
がふんだんにあり、樽からのバニラ香と複雑な香りが特徴。

144 赤 2012 日本 ¥5,000 ¥4,750

2012年収穫のタナ75％、メルロー20％、プチヴェルド他5％。アメリ
カンオークの樽で熟成24ヶ月（新樽率20％）。濃厚だが熟成により
滑らかな印象。酸もしっかりあり、まだまだ熟成のポテンシャルを
持ったフルボディ。

143 赤 2015 日本 ¥3,500 ¥3,320

国産デラウェア100％。少し青みがかった酸味のある葡萄と完熟し
た糖度のある葡萄をブレンドすることによりキレの良い爽やかな新
酒にしました。フレッシュ＆フルーティーな甘口。

142 白 2016 日本 ¥3,000 ¥2,850
自社農園産ソーヴィニヨン・ブラン100％使用。グレープフルーツの
ような柑橘系フルーツの香りがしっかり感じられる、品種の個性が
よくでた辛口。

141 白 2017 日本 ¥1,000 ¥950

最終濾過をせずボトリングし、ぶどう本来の果実感やふくよかさを
持たせています。酸と果実味のバランスがよく、かすかな苦みが全
体を引き締めています。

140 赤 2016 日本 ¥1,300 ¥1,230 国産マスカットベリーA100％。控えめなタンニン、穏やかな果実味
が特徴の赤ワインです。

139 白 2016 日本 ¥1,500 ¥1,420

青森県弘前産のフジ、王林、シナノゴールドの3種類のリンゴをブレ
ンド。日本のリンゴの美味しさがギュッと詰まった果実味溢れる
シードル。

138 赤 2014 日本 ¥2,000 ¥1,900
京都府京丹後市の契約農家藤原氏が栽培したジョージア原産の
黒葡萄サペラヴィ100％。酸味が特徴的で、気品あふれる果実味
が感じられる凝縮感のある赤ワイン。

137 泡 NV 日本 ¥1,300 ¥1,230

酸化防止剤無添加、無濾過の微発泡スパークリングワインです。
酵母の香り豊かでクラフトビールのような香りが特徴です。

136 泡 2016 日本 ¥1,500 ¥1,420
酸化防止剤無添加、無濾過の微発泡スパークリングワインです。
国産マスカットベリーA100％使用。甘い果実香と酵母の香りが心
地よい。

135 泡 2016 日本 ¥1,500 ¥1,420

おかじまやワインフェスティバル2017　出展リスト

社名　丹波ワイン㈱　　　　　　　　　　 2017.10.29～30

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）

デラウェアにごり

JAN　4937466261903

コリエ　ド　ペルル　ブランムスー　

JAN  4937466202777

いろ　甲州辛口

JAN　4937466205334

いろ　グラン甲州

JAN　4937466210741

ラ　フィーユ　樽デラウェア

JAN 4937466122013

ラ　フィーユ　長熟甲州

JAN　4937466061121

ラ　フィーユ　シャルドネ

JAN 4937466121979

まるき　ルージュ

JAN　4937466201848

いろ　ベーリーＡ

JAN　4937466105535

いろ　ノートン

JAN 4937466101322

※価格はすべて税抜です

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、「うす旨ワイ
ン」。

154 赤・ミディアム 2016 日本/山梨 ¥1,800 ¥1,620 綺麗な酸と濃醇な果実味が心地よい知る人ぞ知る個性派品種。

153 赤・ライトボディ 2016 日本/山梨 ¥1,600 ¥1,440

1980年代熟成シャルドネ。飲み頃を迎えた希少な蔵出し熟成酒。

152 赤・ミディアム NV 日本/山梨 ¥1,100 ¥990
【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。

151 白・辛口 NV 日本/山梨 ¥3,000 ¥2,700

岡山初登場!! 酸・果実味・コクを兼ね揃えた限定流通の異色デラ
ウェア。

150 白・やや甘口 NV 日本/山梨 ¥2,500 ¥2,250
【一升瓶熟成古酒】1974,1976,1977,1997,2014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
濃醇旨口の甲州です。

149 白・辛口 2014 日本/山梨 ¥1,800 ¥1,620

【JAPAN WINE CHALLENGE 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。

148 白・辛口 2015 日本/山梨 ¥1,800 ¥1,620
【SAKURA WINE AWARD GOLD/日本ワインコンクール銀賞】
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。

147 白・やや辛口 2016 日本/山梨 ¥1,600 ¥1,440

【2017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。初仕込デラは濃厚な果実感とシャープな酸で大人
気です。

146 泡・白辛口 2016 日本/山梨 ¥1,800 ¥1,620 甲州100%  1977年熟成古酒を約7%加えることで繊細さ、爽快感と
葡萄の旨みにふくよかさを感じる注目のスパークリング。

145 白・やや甘口 2017 日本/山梨 ¥1,350 ¥1,220

おかじまやワインフェスティバル2017　出展リスト

社名 まるき葡萄酒㈱　　　　　　　 2017.10.29～30

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）

ジェイコブス･クリーク リザーヴ
バロッサ　リースリング

JAN　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

JAN 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

JAN　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

JAN　9300727004055

ジェイコブス･クリーク リザーヴ
バロッサ　シラーズ

JAN　9300727516152

ジェイコブス・クリーク ダブル・バレル シラーズ

JAN 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

JAN 9300727019936

ジェイコブス･クリーク スパークリング・シラーズ

JAN 9300727010186

カフェ・ド・パリ　ブラン・ド・フルーツ
ルージュ　センセーション

JAN 4539594600694

※価格はすべて税抜です

「大人のカフェドパリ」。ブラッドオレンジフレーバーです。味と香りの
アクセントに赤ワインを加えています。業務用専用商品。店頭販売
は不可とさせていただいております。

163 泡
甘口

unknow フランス open ¥2,000

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。

162
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。

161
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。

160 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。

159 赤
ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ

unknow
南オースト

ラリア
¥1,632 ¥1,310

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。

158
赤

ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ
unknow

南オースト
ラリア

¥1,632 ¥1,310

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。

157
赤

ﾐﾃﾞｨｱﾑ
unknow

南オースト
ラリア

¥1,632 ¥1,310

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。

156
白

辛口
unknow

南オースト
ラリア

¥1,632 ¥1,310
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。

155
白

辛口
unknow

南オースト
ラリア

¥1,632 ¥1,310

おかじまやワインフェスティバル2017　出展リスト

社名 ペルノ・リカール・ジャパン㈱　　　　 2017.10.29～30

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）

イリス ル ブリュット ロゼ 

JAN　3151330412814

フォンド デル　ソーレ サッソ ロッソ 

JAN　8031031560395

ル モンド ピノビアンコ DOC フリウリ グラーヴェ

JAN  8034013470019

ル モンド レフォスコ ダル ペドゥンコロ DOC
フリウリ グラーヴェ

JAN  8034013470088

ロンコ ディ サッシ ヴィノ ロッソ ディタリア

JAN  8024209005712

リバティスクール シャルドネ

JAN　657891700214

ブロックナイン ピノノワール

JAN　183491000190

カンダー ジンファンデル

JAN　657891708616

テンシェン レッド

JAN　734352141592

パシフィックリム スイート リースリング

JAN　899552102276

※価格はすべて税抜です

10月中旬、新入荷商品。Wine Enthusiast 92点獲得。
ベリー、白コショウ、スミレのアロマ。豊かな果実味としっかりとした
タンニンを併せ持つリッチなスタイル。

173 白 2016 アメリカ ¥2,500 ¥2,000

すっきりと酸度も兼ね備えた甘口ワイン。
低アルコールで8％。パイナップルとピーチのフレーバー。2017年度
Wine Enthusiast TOP 100 BEST BUYSワインの50位に選ばれまし
た。

172 赤 2015 アメリカ ¥5,000 ¥4,000

ストロベリー、バイオレット、プラム、ティーとほのかな
クローブがミックスした明るいフルーツのアロマ。
風味豊かでシルクのような口当たり。

171 赤 NV アメリカ ¥3,000 ¥2,400
カリフォルニアで最高の古木ジンファンデルを産出することで
知られている、ローダイ産葡萄が主体です。
ラズベリー、ボイセンベリー、ブラックペッパー、セージ。

170 赤 2016 アメリカ ¥2,700 ¥2,160

モンテプルチアーノ、プリミティーヴォ、アリアニコのブレンド。
ベリー、バニラ、杉のスパイス、凝縮感のあるフルボディ。
Luca Maroni 98点獲得。

169 白 2015 アメリカ ¥2,700 ¥2,160
SAKURA AWARDS 2016 ゴールド受賞。
フレッシュな青りんごや洋ナシ、パイナップル、
白い花々、ほのかにバニラのアロマと味わい。

168 赤 2013 イタリア ¥4,000 ¥3,200

2012～2016年ヴィンテージ、5年連続ガンベロロッソ
トレ ビッキエーリ獲得！
エキゾチックな熟したフルーツ、白桃のアロマ。

167 赤 2015 イタリア ¥2,800 ¥2,240
包み込むような、エレガントなムスクとベリーの香り。
酸度、タンニン、果実味のバランスが良く、
少しスパイシーさも感じさせます。

166 白 2016 イタリア ¥2,900 ¥2,320

SAKURA AWARDS 2016 ゴールド受賞。
果実と華やか花の香り。味わいはバランスの取れたキレと
コクがあります。シャンパーニュ方式で製造。

165 赤 NV イタリア ¥1,700 ¥1,360 ストロベリーのフルーティーなトーンで、タンニンが
柔らかく心地よいまろやかさを持ちます。

164 ロゼ・泡 NV フランス ¥2,500 ¥2,000

おかじまやワインフェスティバル2017　出展リスト

社名 　㈱リエゾン　　　　　　　　　　 2017.10.29～30

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）

Chapel Hill Sparkling Chardonnay Brut
チャペルヒル　スパークリング・シャルドネ・ブリュット

JAN 5015271004294

Chapel Hill Sparkling Pinot Noir Rosé Brut
チャペルヒル　スパークリング・ピノ・ノワール・ロゼ・ブリュット

JAN 5998813154261

Chapel Hill Riesling-Sauvignon Blanc
チャペルヒル　リースリング ソーヴィニヨン・ブラン

JAN 5998813128675

Chapel Hill Pinot Noir
チャペルヒル　ピノ・ノワール

JAN 5015271004065

Quinta de Curvos Curvos Loureiro
キンタ・デ・クルヴォス　クルヴォス　ローレイロ

JAN 5600847431514

Quinta de Curvos Prova Cega Douro DOC
キンタ・デ・クルヴォス　プローヴァ セガ ドウロDOC

JAN 5603958987505

Proeza Arinto-Chardonnay Península de Setúbal
プロエーザ　アリント・シャルドネ・ペニンスラ・デ・セトゥバル

JAN 5608527001507

Proeza Cabernet-Castelão Península de Setúbal
プロエーザ　カベルネ・カステラン・ペニンスラ・デ・セトゥバル

JAN 5608527001514

Brella Pinot Noir
ブレラ　ピノ・ノワール

JAN 851665002584

Solena Pinot Gris
ソレナ　ピノ・グリ

JAN 603110220056

Underwood Pinot Gris
アンダーウッド　ピノ・グリ

JAN 856036001036

Underwood Pinot Noir
アンダーウッド　ピノ・ノワール

JAN 856036001005

※価格はすべて税抜です

上品な白桃の香りが食欲そそる！身体に染みわたる白！

185 赤 2015 アメリカ/オレゴン ¥2,800 ¥2,240 オレゴンの魅力たっぷり！果実味豊かなピノ・ノワール。

184 白 2016 アメリカ/オレゴン ¥2,800 ¥2,240

オレゴンでブルゴーニュを感じる複雑で艶やかなピノ

183 白 2013 アメリカ/オレゴン ¥3,300 ¥2,640 華やかなアロマと心地良いミネラルの融合。

182 赤 2014 アメリカ/オレゴン ¥3,700 ¥2,960

カリフォルニアの優れたシャルドネを思わせる上質な白。

181 赤 2013 ポルトガル ¥2,300 ¥1,840 力強い骨格と凝縮感！底力を感じさせるワイン。

180 白 2013 ポルトガル ¥2,200 ¥1,760

華やかでアロマティック！雑味のない上質な果実味は万人受けす
る美味しさ。

179 赤 2013 ポルトガル ¥2,000 ¥1,600
ブルーベリーやブラックカラントなどのアロマとスパイスの香り。舌
に感じる心地よい刺激と果実の甘味、細かいタンニンが爽快なス
タイリッシュな赤。

178 白 2016 ポルトガル ¥1,900 ¥1,520

なめらかで繊細な味わいが、旬の魚介と相性抜群。

177 赤 2014 ハンガリー ¥1,600 ¥1,280 ベリーの果実味が好ましいハンガリー・ピノ・ノワール。

176 白 2016 ハンガリー ¥1,600 ¥1,280

クリーミーな余韻が魅力の「きめ細やかなスパークリング」。

175 ロゼ泡 NV ハンガリー ¥1,800 ¥1,440 ピノ・ノワール特有のコクが感じられる「コスパ」抜群のロゼ・ス
パークリング。

174 白泡 NV ハンガリー ¥1,800 ¥1,440

おかじまやワインフェスティバル2017　出展リスト

社名 ㈱KOBEインターナショナル 2017.10.29～30

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）

リースリングトロッケン（クレブス）

JAN　4582203125040

プロトス　ベルデホ（ボデガスプロトス）

JAN　4582203125521

シャトー  マルセルー

JAN　4582203117960

シャトー  レ　ムータン

JAN　4582203116994

ﾑﾙｿ- ﾙ ﾎﾟﾘｭｿﾞ- ﾄﾞｩｽｭ-ﾄﾞﾒ-ﾇ ﾚﾐ ｼﾞｮﾊﾞ-ﾙ

JAN　4582203111715

ジャパンプレミアム 甲州 

JAN 4901777211223

ジャパンプレミアム  マスカット・ベーリーＡ

JAN 4901777211216

シャトー ラグランジュ

JAN 4901777291676

カーニヴォ ジンファンデル

JAN 4901777308565

ミュスカドール マスカット スパークリングワイン

JAN  3438931019483

※価格はすべて税抜です

肉専用黒ワインはあらゆる肉の「旨さ」を引き立てます。熟成肉、鉄
板焼き、焼肉、あらゆる肉との相性が抜群なワイン。　まろやかな
酸とタンニン、豊かなボディが特徴。

195 白・泡
やや甘口

- フランス ¥1,330 ¥1,060
マスカットを１００％使用した、やわらかな泡立ちとイキイキした果
実味、おだやかな酸味が特長の軽やかな甘口スパークリングワイ
ンです。

194 赤
フルボディ

2015 アメリカ ¥2,210 ¥1,760

日本固有品種「マスカット・ベーリーＡ」の華やかな香りと、果実感
のある心地よい味わいが特徴の、軽やかな赤ワインです。

193 赤
フルボディ

2011 フランス ¥11,200 ¥8,000
メドック　グランクリュ３級。ブラックカラントやカシスのような果実の
香りにスパイスのニュアンス。果実味豊かでしなやかなタンニンの
余韻が楽しめるワイン。長期熟成も期待できます。

192 赤
ライトボディ

2015 日本 ¥1,600 ¥1,520

ムルソー村を中心に9.7ha.を所有する名門ドメーヌ、約20年間かけ
有機栽培に転換。厚みと深みがあり口の中に広がっていくワインで
す。【限定12本】

191 白
辛口

2015 日本 ¥1,600 ¥1,520
千年以上の裁培の歴史を持つとされる日本固有の白ワイン用品
種。そのやさしく繊細な味わいが「日本的な美しさ」のあるワインと
いわれます。

190 白
辛口

2013 フランス ¥12,100 ¥5,200

1993年ビオ認証　80％メルロ　20％カベルネフラン　クラッシュした
ブルーベリーのようにフレッシュで凝縮した果実味と酸のバランス
が良いワイン。

189
赤

ミディアム
2014 フランス ¥1,490 ¥1,190

メルロー主体。フレッシュな赤い果実を思わせるフルーティな香り、
タンニンがなめらかで赤味の肉にぴったりです。

188
赤

ミディアム
2014 フランス ¥1,340 ¥1,070

自社畑16ha.所有、発酵80％ステンレスタンク20％は600Lの樽を使
用青リンゴやトロピカルの香り、ミネラル感、スパイシー感もあるイ
キイキとしたリースリングです。

187 白
辛口

2016 スペイン ¥1,880 ¥1,500 ステンレスタンクで発酵、シュールリーで3ヶ月熟成、青リンゴやトロ
ピカルフルーツ、ハーブの香り。フレッシュで心地よいワインです。

186
白

辛口
2016 ドイツ ¥2,250 ¥1,800

おかじまやワインフェスティバル2017　出展リスト

社名 　サントリー酒類㈱/㈱ファインズ　　 2017.10.29～30

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）

ヴィーニャ・パウ　ブリュット

JAN　8414721008641

イティネラ　プロセッコ　ブリュット

JAN　8032610319366

イナマ　'“ヴィン・ソアヴェ”　 ソアヴェ・クラシコ

JAN　8029001000149

イナマ　“ヴィニェッティ・ディ・フォスカリーノ”　 ソアヴェ・クラシコ

JAN　8029001000132

エロス　シャルドネ　ルビコーネ

JAN　8034125520886

エロス　カベルネ・ソーヴィニョン　ルビコーネ

JAN　8034125520893

マルヴィラ　ロエロ　ロッソ

JAN　8027079029093

ペルゴライア　トスカーナ

JAN

カイアロッサ　トスカーナ

JAN

マルヴィラ　レネシウム  (375ml)

JAN　8027079008005

※価格はすべて税抜です

トスカーナ州で完全なるビオディナミ（無農薬有機、自然力動農法）
によって造られる逸品。エレガントさとパワーのバランス感は絶妙
です。

205 甘口 NV イタリア ¥3,400 ¥2,720
貴腐化したブドウを使用し、フランス産樫樽で発酵後、３年以上熟
成させた大変贅沢な甘口ワインです。焼き菓子との相性は最高で
す。

204 赤 2009 イタリア ¥9,000 ¥7,200

ピエモンテ州ロエロ地区を代表する生産者の一つであるマルヴィ
ラ。ビル・ゲイツやジョージ・クルーニーといった富豪にも愛されてい
ます。

203 赤 2012 イタリア ¥3,800 ¥3,040
ボルドーの「シャトー・ジスクール」のオーナーが所有するワイナ
リーで、醸造責任者はフランス人。ボルドーの風を感じるトスカーナ
ワイン。

202 赤 2012 イタリア ¥3,250 ¥2,600

ギリシャ神話の愛の神、「EROS」をモチーフとしたワイン。樽熟成し
たシャルドネ種を１００％使用し、深みと重厚感たっぷりのワインで
す。

201 赤 2014 イタリア ¥1,900 ¥1,520 カベルネ・ソーヴィニョンを１００％使用したフルボディタイプ。ワイン
の名称と同様、味わいもかなりガツンと来るインパクト系ワイン。

200 白 2015 イタリア ¥1,900 ¥1,520

３大ソアヴェ生産者の一つで、世界にソアヴェの名を知らしめた功
労者である“イナマ”を代表する銘柄。シンプルさこそがポイントで
す。

199 白 2015 イタリア ¥4,000 ¥3,200
単一畑「フォスカリーノ」で育てられたブドウを使用。バリック（樫樽）
で約６ヶ月間熟成させることで、ふくよかさと滑らかさを増した味わ
いです。

198 白 2015 イタリア ¥2,400 ¥1,920

スペイン、バルセロナ近郊で収穫された高品質ブドウ３種類をブレ
ンド。　繊細な泡立ちが美しく、ハイ・コストパフォーマンスな一本で
す。

197 泡 NV イタリア ¥1,500 ¥1,050 柑橘系果実のようなフレッシュさ、爽快感が最大の魅力。まさに
「大人用ラムネ」です。理屈をこねずに飲んで頂きたい。

196 泡 NV スペイン ¥1,200 ¥860

おかじまやワインフェスティバル2017　出展リスト

社名 　パシフィック洋行㈱　　　　 2017.10.29～30

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）

ステレンラストＭＣＣ スパークリング ロゼ

JAN 6009824740318

クローヌ ボレアリス ブリュット

JAN 6002039010122

ロバートソン ソーヴィニヨン ブラン

JAN 6002039000796

ブラハム シュナンブラン アンウッド

JAN 6009669010751

グレネリーグラスコレクション シャルドネ

JAN 6009802733059

マン カベルネ セラーセレクト

JAN 6009669350413

グレネリーグラスコレクション シラー

JAN 6009673270929

ハーテンバーグ カベルネ シラーズ

JAN 6002700000728

カノンコップ カデット ケープブレンド

JAN 6009801167039

ロバートソンＣＲ≪ＮＯ1≫シラーズ

JAN 6002039006033

※価格はすべて税抜です

樹齢5～30年 フレンチオークの2～3年目の樽で12～14ヶ月熟成
熟成ポテンシャル ヴィンテージ+7～8年 なめらかで心地よい酸味
凝縮した果実味 程よくしっかりしたボディ★2017サクラアワードダ
ブルゴールド受賞

215 赤・フル 12 南アフリカ ¥4,100 ¥3,490
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 世界完全割当商品 世界ベストシラーズ大会金賞＆第3位受賞

214 赤・フル 15 南アフリカ ¥2,300 ¥1,960

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掛けたワイン 天然
発酵 繊細 綺麗でエレガント★2015デカンター金賞ＷＡ90点

213 赤・フル 13 南アフリカ ¥2,100 ¥1,790
3年目と4年目のフレンチオークで16ヶ月熟成 ジューシーでなめら
か シルキーなフィニッシュ 2006年1月号のデカンターマガジンで南
アのベストバリュ選出 2017サクラアワードダブルゴールド受賞

212 赤・フル 14 南アフリカ ¥1,800 ¥1,530

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掛けたワイン 天然
発酵 しっかりした酸味 きめ細かく濃縮した果実味　上品で綺麗な
味わい

211 赤・フル 15 南アフリカ ¥1,300 ¥1,110
果実味のしっかりした新世界的なニュアンスと クラシックなエレガ
ントなスタイルの両方を持ち合わせている 程よい渋みと なめらか
な味わい

210 白・辛口 16 南アフリカ ¥1,800 ¥1,530

南アフリカで3番目に大きなワイナリー 程良い酸味と ふくよかでフ
ルーティ バランスの良いワイン ★過去にワイン・エンスジアスト誌
で「ベストＢＵＹ」選出

209 白・辛口 15 南アフリカ ¥1,600 ¥1,360
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

208 白・辛口 17 南アフリカ ¥1,100 ¥940

2012年ロンドンオリンピック公式ワイナリー瓶内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

207 泡・白・辛口 16 南アフリカ ¥2,800 ¥2,380
酸化防止剤アレルギーの奥さんの為に夫が酸化防止剤無添加で
作った瓶内2次発酵の泡 「憎らしい程限りなくシャンパーニュに近
い」しっかりボディの泡 ★2012ＶＴ＊2015サクラアワード金賞

206
泡・ロゼ

辛口
ＮＶ 南アフリカ ¥2,750 ¥2,340

おかじまやワインフェスティバル2017　出展リスト

社名 　㈱マスダ・H&C　　　　　　 2017.10.29～30

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）

カバ　セレクション　エスペシャル　ブルット

JAN　4935919070942

マルケス　デ　グリニョン　リオハ

JAN　4935919071970

マルケス　デ　ラ　コンコルディア　クリアンサ

JAN　4935919070737

アシエンダ　ゾリータ　シラー

JAN　4935919071932

ビアンコ　トスカーナ

JAN　4935919058186

ロッソ　トスカーナ

JAN　4935919058193

キアンティ

JAN　4935919058209

キアンティ　クラッシコ

JAN　4935919058216

エディツィオーネ　チンクエ　アウトークトニ

JAN　4935919053815

ピースポーター　ギュンタースライ　シュペートレーゼ

JAN　4935919027274

※価格はすべて税抜です

「ファルネーゼ社　最高クラス」
イタリアワインガイド「ルカ　マローニにおいて、3年連続を含む6度
の最優秀生産に選出されるファルネーゼ社。その最高クラスです。

225 白
甘口

2015 ドイツ ¥2,000 ¥1,600
「心と体が癒される優しい甘口」
銘醸地ピースポートの南向きの急斜面という好立地であるにもか
かわらず、ファーバー夫妻は良心的な価格でご紹介下さいました。

224 赤
フルボディ

2014 イタリア ¥4,800 ¥3,840

「ファルネーゼが手掛ける、トスカーナワイン」
チェリーを思わせるチャーミングなアロマ。口当たりは非常にやわ
らか、心地よいタンニンが感じられます。

223 赤
フルボディ

2015 イタリア ¥2,200 ¥1,760
「ファルネーゼが手掛ける、トスカーナワイン」
ベリーのジャムを思わせる凝縮感のあるアロマが広がり、スパイス
の要素も。しっかりとしたボディ、パワフルなタンニン。

222
赤

ミディアム
ボディ

2015 イタリア ¥1,600 ¥1,280

「ファルネーゼが手掛ける、トスカーナワイン」
ルカ　マローニ　ベストワイン年鑑　2016＆2017　最優秀生産者
MUNDUS　VINI　2017　ベストイタリアワイン生産者

221
赤

ミディアム
ボディ

2016 イタリア ¥1,300 ¥1,040
「ファルネーゼが手掛ける、トスカーナワイン」
ルカ　マローニ　ベストワイン年鑑　2016＆2017　最優秀生産者
MUNDUS　VINI　2017　ベストイタリアワイン生産者

220 白
辛口

2016 イタリア ¥1,300 ¥1,040

「リオハの伝統と革新の融合」
100％自社畑から、モダンなスタイルの質の高いワインを生み出
し、各国でのリオハワインブラインドで90％近く選出されるほど。

219
赤

フルボディ
2014 スペイン ¥3,300 ¥2,640

「コロンブスがアメリカ出航前に居住した地」
自然保護区内にある畑で農薬など使わずに手作業で丁寧に造ら
れたシラーを100％使用。力強さと優しさが融合しています。

218
赤

フルボディ
2013 スペイン ¥2,300 ¥1,840

「僅か1.75％の高品質カバ」
こちらのセレクションシリーズは約70万本のみ生産。品質の満たな
い葡萄は下のクラスにブレンドされ約4,000万本造られています。

217
赤

ミディアム
ボディ

2016 スペイン ¥1,600 ¥1,280
「スペインの銘醸産地　リオハの手本」
この生産者はリオハで極めて注目される生産者です。ワイン評論
家は言います。彼らのワインは、リオハの手本となるワインだと。

216
白・泡
辛口

2014 スペイン ¥1,600 ¥1,280

おかじまやワインフェスティバル2017　出展リスト

社名 　㈱稲葉　　　　　　　　　 2017.10.29～30

アイテム名 タイプ VIN 国 コメント 本数

U



出展 参考小売 当日特別
No. 価格(税抜） 価格（税抜）

ルー・ベアティトゥディネム　ポテンティア

JAN：なし

ジャイヤンス　クレーレット・ド・ディ　ビオ

JAN：3416140120824

ペーター＆パウル　グリューナー・ヴェルトリーナー　ビオ

JAN：9120031773566

エリック・ルイ　ソーヴィニヨン

JAN：なし

ルー・デュモン　シャルドネ

JAN：3760100510409

ラ・マルエット　ゲヴルツトラミネール

JAN：3380330003061

ルー・デュモン　ピノ・ノワール

JAN：3760100510416

ウマヌ　ピノ・ノワール　ニリュチュウ

JAN：3333580043677

ラ・マルエット　カベルネ・ソーヴィニヨン

JAN：3380330000480

シャトー・ド・カラギス　ソリュス・ルージュ

JAN：なし

※価格はすべて税抜です

程よい渋みとボリュームのある果実味が特徴のお肉が食べたくな
るワインです!!

235 赤辛口 2001 フランス ¥2,800 ¥2,240 コルビエールから16年熟成の蔵出しバックヴィンテージを特別価格
でご用意いたします!!

234 赤辛口 2016 フランス ¥2,000 ¥1,600

大のジブリファンの仲田さんとスタジオジブリのスペシャルコラボ
レーションワインです。

233 赤辛口 2016 フランス ¥2,100 ¥1,680 ピカチュウではありません（笑）。ニリュチュウはコルシカ島の土着
品種で香りが華やかでスパイシーな味わいが特徴です。

232 赤辛口 2015 フランス ¥2,300 ¥1,840

大のジブリファンの仲田さんとスタジオジブリのスペシャルコラボ
レーションワインです。

231 白辛口 2016 フランス ¥2,100 ¥1,680 ライチや熟したパイナップルの香りが甘さを感じさせますが、口当
たりはまろやかな中辛口のワインです。

230 白辛口 2015 フランス ¥2,300 ¥1,840

爽やかですが酸味が強すぎず果実のうまみが感じられ、一口飲む
と心がうきうきして楽しい気分になりますよ♪

229 白辛口 2016 フランス ¥2,400 ¥1,920
ソーヴィニヨン・ブラン100%らしいハーブの爽やかさとフレッシュな青
リンゴの風味が食欲をそそります!!

228 白辛口 2016 オーストリア ¥2,500 ¥2,000

ルー・デュモンの仲田さんが全面参画したシャンパーニュで、ムル
ソーの醸造に使用した樽を使って樽発酵、樽熟成した限定作品で
す。ピノ・ノワール100%のブラン・ド・ノワール。

227 泡白甘口 2013 フランス ¥3,000 ¥2,400 マスカットの風味満載の中甘口スパークリングワインです。アル
コールも7.5%と控えめでのど越しも爽快です。

226 泡白辛口 2012 フランス ¥7,800 ¥6,240

おかじまやワインフェスティバル2017　出展リスト

社名 　(有)ヌーヴェル・セレクション　　　　　　　　 2017.10.29～30

アイテム名 タイプ VIN 国 コメント 本数

V



出展 参考小売 当日特別
No. 価格(税抜） 価格（税抜）

ルイ・ロデレール/ブリュット・プルミエ

JAN 3114080016053

バロン・フィリップ・ド・ロスチャイルド/ムートン・カデ・ルージュ

JAN 3262151971753

モンテス/モンテス・アルファ・カベルネ・ソーヴィニヨン

JAN 0715126000116

トーレス/グラン・サングレ・デ・トロ

JAN 8410113024282

トーレス/グラン・サングレ・デ・トロ・シャルドネ

JAN 8410113024299

ランソン・ブラックラベル・ブリュット

JAN　3029440000286

ミッシェル・リンチ・ルージュ

JAN　4904230035862

ミッシェル・リンチ・ブラン

JAN　4904230035893

パイアラ・ロッソ

JAN　8026530000336

パイアラ・ビアンコ

JAN　8026530000626

※価格はすべて税抜です

アンティノリがプーリア州で造るトルマレスカのセカンドブランド。ル
ビーのような赤い色。赤い果実やプラムの香りにスパイシーなニュ
アンスが感じられます。バランスが良く、ふくよかでなめらかな味わ
いのワインです。

245 白 2015 イタリア/
プーリア ¥1,160 ¥950

アンティノリがプーリア州で造るトルマレスカのセカンドブランド。グ
リーンがかった麦わら色。白桃のような香りと花のニュアンスが感
じられます。フレッシュでなめらかな、ほどよい酸味が魅力のワイン
です。

244 赤 2014 イタリア/
プーリア ¥1,160 ¥950

ミッシェル・リンチはＪＭカーズを代表するボルドーワインです。熟し
た実やスパイスの香りを感じます。口に含むと、なめらかで繊細な
タンニンとモカやカシスのニュアンスがあり、心地よい余韻が楽しめ
ます。

243 白 2015
フランス/
ボルドー ¥1,680 ¥1,300

ミッシェル・リンチはＪＭカーズを代表するボルドーワインです。トロ
ピカルフルーツや白桃の香り。口に含むとふくよかでフレッシュ、複
雑味があり魅力的なアロマに溢れています。余韻には白い花の
ニュアンスが続きます。

242 赤 2015
フランス/
ボルドー ¥1,680 ¥1,300

スペインワインを牽引する名生産者、トーレス。
 世界中で飲まれるサングレ・デ・トロシリーズ、
そのワンランク上位の、深みのある辛口白ワイン。

241 白・泡 ＮＶ
フランス/

シャンパーニュ ¥5,500 ¥4,500

シャンパーニュ地方の中心地・ランスに1760年創業。以来、約250
年にわたって世界中で愛され続けています。いきいきとした春の香
りが広がり、トーストのニュアンスに加え、さまざまな花の蜜の香り
があります。余韻が長く、あらゆる機会に楽しませてくれます。

240 白・泡 2015 スペイン/
ペネデス ¥2,200 ¥1,760

世界が認めるチリワイン。
 果実の旨みが詰まった、 官能的なカベルネ・ソーヴィニヨン。国内
外での評価も非常に高いアイテム。

239 赤 2013 スペイン/
カタルーニャ ¥2,200 ¥1,760

スペインの名門トーレスが手掛ける。厳選したブドウを
長期熟成で仕上げた、 滑らかで濃密なワンランク上の味わい。

238 赤 2014
チリ/

コルチャグア・ヴァ
レー

¥2,200 ¥1,760

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。

237 赤 2015 フランス/
ボルドー ¥1,600 ¥1,280

ムートン・ロスチャイルドの精神を受け継ぎ造られる、
 誰からも愛されるバランス抜群の赤ワイン。
 濃密な果実の味わいに魅了される、コスパ抜群の1本。2017年9月
よりリニューアル。

236 白・泡 ＮＶ
フランス/

シャンパーニュ ¥6,800 ¥5,440

おかじまやワインフェスティバル2017　出展リスト

社名 　アサヒビール㈱/エノテカ㈱　　　　　　　　 2017.10.29～30

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）

C.F.G.V ポール・ルイ

JAN　4901880885526

テタンジェ・ブリュット・レゼルヴァ

JAN　3016570001030

マルケス・デ・リスカル　オーガニック　ブランコ

JAN　4901880885397

ミニュティ―・ロゼ・エ・オール

JAN　4901880881467

グランポレール岡山マスカットベリーA樽熟成

JAN4901880876296

グランポレール岡山マスカットベリーAバレルセレクト

JAN　4901880886127

サンタリタ・スリーメダル・カルメネール

JAN　4901880883362

［イエローテイル］ビッグ・ボールド・レッド

JAN　4901880886141

ベリンジャー　ナイツ・ヴァレー　カベルネ・ソーヴィニヨン

JAN　4901880842109

ベリンジャー　カリフォルニア　ホワイト・ジンファンデル

JAN　4901880854430

※価格はすべて税抜です

ナイツ・バレー、畑はかつて川床だったため岩が多く水はけが良く
素晴らしくリッチなカベルネ・ソーヴィニヨン！

255 ブラッシュ
微かな甘口

2015 アメリカ ¥1,200 ¥960 果実味あふれる微かな甘口。ベリンジャーのホワイト・ジンファンデ
ルは、“全米Ｎｏ．１の販売量“を誇る自信作。

254 赤
フルボディ

2014 アメリカ ¥4,800 ¥4,080

「肉ならまかせろ！」サンタリタの畑で再発見された幻の品種「カル
メネール」。チリＮＯ．１ワイナリーが贈るボリューム感のある本格
的な味わい。

253 赤
ミディアム

2016 オーストラリア ¥1,007 ¥860 世界中で4秒に1本売れている「イエローテイル」に北米で人気レッ
ドブレンドワイン新発売【飲食店様限定商品】

252 赤
ミディアム

2016 チリ オープン ¥690

古くからぶどう栽培で有名な井原市産のマスカットベーリーＡ種は、
岡山県産赤ワインの代表品種。

251 赤
ミディアム

2015 日本 ¥2,300 ¥2,000 「岡山のワインがここまで来た～！！」と実感できる日本のワイン。
樽熟成期間：９ヶ月＜限定本数：２１３５本＞

250 赤
ミディアム

2015 日本 ¥1,600 ¥1,360

スペインプレミアムワインの名門から傑作のオーガニック白ワイン。

249 ロゼ・辛口 2015 フランス ¥4,000 ¥3,400
ロゼワイン市場の成長を牽引してきたロゼワインのトップキュベ。
白桃やフルーツなどのフレッシュな果実感をそのまま残したような
味わい。

248 白・辛口 スペイン ¥1,600 ¥1,360

１８８４年創業のロワール地方ソミュールの名門「メゾン・ヴーヴ・ア
ミョ」が生産する瓶内二次発酵のスパークリングワイン。

247 白・泡
辛口

NV フランス ¥6,700 ¥5,700 ブレンドが織りなすフレッシュな香りと味わいのシャンパーニュ。
3年連続ノーベル賞晩餐会でサービスされたメゾン。

246
白・泡
辛口

フランス ¥1,480 ¥1,260
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