
No. ワイン名 ご注文 No. ワイン名 ご注文

1 ｻﾝﾀﾃﾞｨｸﾞﾅ ｶﾍﾞﾙﾈ ﾛｾﾞ ﾚｾﾞﾙﾊﾞ 11 ｼﾞｬﾝ ﾋﾟｴｰﾙ ﾛｾﾞ

チリ＜ロゼ＞カベルネ・ソーヴィニヨン オーストラリア＜ロゼ・泡＞シャルドネ、ピノノワール、シラーズ

750ＭＬ 750ＭＬ

2 ｸﾛﾜｻﾞ-ﾄﾞ ﾚｾﾞﾙﾌﾞ ｶﾘﾆｬﾝ 12 ﾃﾞｨ-ﾝ ｿ-ｳﾞｨﾆﾖﾝﾌﾞﾗﾝ

フランス＜赤＞カリニャン オーストラリア＜白＞ｿ-ｳﾞｨﾆﾖﾝﾌﾞﾗﾝ

750ＭＬ 750ＭＬ

3 ｺﾉｽﾙ ﾋﾟﾉﾉﾜ-ﾙ 20ﾊﾞﾚﾙ ﾘﾐﾃｯﾄﾞ ｴﾃﾞｨｼｮﾝ 13 ﾛｼﾞｬｰｸﾞﾗｰﾄ ｶｳﾞｧ ﾛｾﾞ

チリ＜赤＞ピノノワール スペイン＜ロゼ・泡＞ガルナッチャ、モナストレル

750ＭＬ 750ＭＬ

4 ｺﾉｽﾙ ﾒﾙﾛｰ 20ﾊﾞﾚﾙ ﾘﾐﾃｯﾄﾞ ｴﾃﾞｨｼｮﾝ 14 ｱﾗﾝ ﾌﾞﾘｭﾓﾝ ｶﾞｽｺｰﾆｭ ﾌﾞﾗﾝ

チリ＜赤＞メルロー、カべルネ・ソーヴィニヨン、シラーズ、他 フランス＜白＞グロ・マンサン、ソーヴィニヨン・ブラン

750ＭＬ 750ＭＬ

5 ｺﾉｽﾙ ｼｬﾙﾄﾞﾈ 20ﾊﾞﾚﾙ ﾘﾐﾃｯﾄﾞ ｴﾃﾞｨｼｮﾝ 15 ﾎﾞｯｼｪﾝﾀﾞﾙ ﾌﾞﾘｭｯﾄ ﾛｾﾞ

チリ＜白＞シャルドネ 南アフリカ＜ロゼ・泡＞ピノノワール、シャルドネ

750ＭＬ 750ＭＬ

6 ｺﾙﾃ ｼﾞｬﾗ ｳﾞｧﾙﾎﾟﾘﾁｪｯﾗ 16 ﾎﾞｯｼｪﾝﾀﾞﾙ ｻﾞ ﾊﾟｳﾞｨﾘﾖﾝ ｼｭﾅﾝﾌﾞﾗﾝ

イタリア＜赤＞コルヴィーナ・ヴェロネーゼ 、ロンディネッラ、他 南アフリカ＜白＞シュナン・ブラン、ヴィオニエ

750ＭＬ 750ＭＬ

7 ｾﾗｰ ｾﾚｸｼｮﾝ ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝﾌﾞﾗﾝ 17 ｺﾉｽﾙ ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ 20ﾊﾞﾚﾙ ﾘﾐﾃｯﾄﾞ ｴﾃﾞｨｼｮﾝ

ニュージーランド＜白＞ソーヴィニヨン・ブラン チリ＜赤＞カべルネ・ソーヴィニヨン、シラー、他

750ＭＬ 750ＭＬ

8 ﾑｰﾄﾝ ｶﾃﾞ ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝﾌﾞﾗﾝ 18 ｱｽﾄﾗｯｸﾄ L.R.T ﾘｻﾞｰｳﾞ

フランス＜白＞ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝﾌﾞﾗﾝ フランス＜赤＞メルロー、シラー、カべルネ・ソーヴィニヨン

750ＭＬ 750ＭＬ

9 ｱﾙｸ-ﾐ ﾎﾜｲﾄ ﾘ-ｽﾘﾝｸﾞ 19 ﾌﾞﾙ-ﾅﾝ ｺﾞ-ﾙﾄﾞｴﾃﾞｨｼｮﾝ

オーストラリア＜白＞リースリング ドイツ＜白・泡＞アイレン

750ＭＬ 750ＭＬ

10 ｴｽﾃｲﾄ ﾘｻﾞ-ﾌﾞ ｼﾗ-ｽﾞ 20 ｼｬﾄｰﾗﾓｯﾄ ｳﾞｧﾝｻﾝ ｱﾝﾀﾝｽ

オーストラリア＜赤＞シラーズ フランス＜赤＞メルロー

750ＭＬ 750ＭＬ

推奨売価（外税） 推奨売価（外税）

Double Gold ¥1,720 Gold ¥1,330

【ダブルゴールド】 受賞！フレッシュでしっかりとした果実味。爽やかな酸味
で全体のバランスが取れており、お料理との相性も抜群。

【ゴールド】 受賞！チェリーやシトラスなどのフレッシュな果実の香りに、わず
かな甘み。細かな泡立ちとクリーンでさっぱりとした後味。辛口 やや辛口

【ダブルゴールド】 受賞！ラングドックの伝統品種カリニャンの樹齢40年以上
の古樹の果実のみを使った余韻の長いすばらしい味わい。

【ゴールド】 受賞！微かな青い芝やトロピカルフルーツの香りに、繊細なハー
ブのニュアンスと、新鮮なグーズベリーの魅力的なアロマが印象的。ミディアムボディ 辛口

Double Gold ¥2,500 Gold ¥2,190

Double Gold ¥1,260 Gold ¥1,400

【ダブルゴールド】 受賞！フレンチオーク新樽で11ヶ月熟成。エレガントな口当
たりで、豊富なタンニンとこなれた酸味が絶妙なバランス。

【ゴールド】 受賞！国内市場出荷数量№１の大人気ロゼ。美しい色調で濃
厚な味わい。フルーティーなアロマが広がる『パリコレ』公認ワイン。フルボディ 辛口

【ダブルゴールド】 受賞！フレンチオーク新樽で11ヶ月熟成。類い稀な凝縮感
と優雅さを兼ね備え、力強い骨格と滑らかで溢れんばかりのタンニンが特長。

【ゴールド】 受賞！ワイン上級者も納得の抜群のコストパフォーマンス。柑橘
系のはつらつさ、トロピカルフルーツの複雑味が、バランスよく感じられる。フルボディ やや辛口

Double Gold ¥2,500 Gold ¥2,230

Double Gold ¥2,500 Gold ¥1,460

¥1,195

【ゴールド】 受賞！アロマには白桃、パイナップル、レモンの皮、かすかにス
パイスが香る。澄んだ果実味が豊かに広がり、バランスの良い酸味。

【ダブルゴールド】 受賞！フレンチオーク新樽で9ヶ月熟成。洗練度の高いク
リーンな酸味と程よいボディ。非常にバランス良く上品な味わい。

【ゴールド】 受賞！複雑味あふれる南アフリカ最高峰スパークリングロゼ。繊
細できめ細かい泡が広がり、果実味が豊かでフレッシュな味わい。辛口 辛口

やや辛口

Gold ¥1,430

Gold ¥1,560

【ゴールド】 受賞！ハーブのニュアンスやチェリーや胡椒の香り。ドライで非常に
バランスが良く、酸味と柔らかな果実味の調和がとれた味わい。 ミディアムボディ

Gold

Gold ¥1,850

Gold ¥1,560

フルボディ辛口

【ゴールド】 受賞！洗練されたトロピカル･フルーツの香り、ドライでフレッシュな
酸と、ほのかな甘さを感じさせるさわやかな果実味。 辛口

【ゴールド】 受賞！シャトー・ムートン・ロスチャイルドの精神を受け継ぐ、ムート
ン直系のブランドワイン。フレッシュでナチュラルな味わい。

【ゴールド】 受賞！グラスに注ぐと力強く甘いレモンと、鮮烈なライムの香り。
冷涼気候を表現した繊細なミネラル様のアロマも印象的。 辛口

Gold ¥2,500

【ゴールド】 受賞！フレンチオーク樽で17ヶ月熟成。カラント、ベリー、カシス
などの香り。しっかりとしたタンニンがあり、余韻を長く楽しめる。 フルボディ

Gold ¥1,360

【ゴールド】 受賞！60%を新樽で8ヶ月熟成、40%が木製の大桶で熟成。バ
ランスが良くスムーズだが、はっきりとしたタンニンがある。

千葉県酒類販売株式会社

【受注締切：３月１２日（木）】　

配送：３月２５日（水）～３月２８日（土）迄

Gold ¥2,790 Gold ¥1,290

Gold

【ゴールド】 受賞！香りは、ジューシーで熟したブルーベリーや、ブラックベリー
とチョコレート。上品で滑らかな触感と層を成したベリー類と土っぽい風味。

【ゴールド】 受賞！ しっかりボディが魅力。　色調は濃いガーネット色。味わ
いは力強いアタックを感じ、タンニンも豊かで余韻も長く楽しめる。フルボディ ミディアムボディ

※納品価格は、担当セールスにお問い合せいただくか、3月度のＦＡＸ案内でご確認ください。

¥1,630

【ゴールド】 受賞！ 特別な記念日を価格以上に盛り上げてくれるグラスの
中で22カラットの金箔が舞う華やかなスタイル。 やや甘口

ｺｰﾄﾞ 503757 

ｺｰﾄﾞ 500744 

ｺｰﾄﾞ 506027 

ｺｰﾄﾞ 500645   

ｺｰﾄﾞ 509287 

ｺｰﾄﾞ 501612 

ｺｰド509379 

ｺｰﾄﾞ 506016 

ｺｰﾄﾞ 506014 

ｺｰﾄﾞ 504222 

ｺｰﾄﾞ 509774 

ｺｰﾄﾞ 504626 

ｺｰﾄﾞ 502302 

ｺｰﾄﾞ 500983 

ｺｰﾄﾞ 500978 

ｺｰﾄﾞ 508060 

ｺｰﾄﾞ 506015 

ｺｰド506024 

「サクラアワード」とは、日本の女性による初めてのワインコンペディションです。2回目を迎える「サクラアワード」の審査会

が2015年2月1日から4日までの4日間で行われ、日本のワイン業界で活躍する女性、延べ340人の審査員が、29カ国2904

アイテムのワインをブラインド・テイスティングにより審査しました。「ダブルゴールド」と「ゴールド」を受賞したワインの中から

20アイテムをご提案します。（※受賞商品と現行ヴィンテージが異なる場合がございます。） 

ｺｰﾄﾞ 502593 ｺｰﾄﾞ 503303 


