
No. ワイン名 ご注文 No. ワイン名 ご注文

1 ﾌｼﾞｸﾚｰﾙ ﾙｰｼﾞｭ 11 ｺﾉｽﾙ ｽﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞﾜｲﾝ ﾌﾞﾘｭｯﾄ

山梨県＜赤＞マスカット・ベリーA、ブラック・クイーン、アリカント チリ＜白/泡＞シャルドネ、ピノ・ノワール
720ＭＬ 750ＭＬ

2 ﾌｼﾞｸﾚｰﾙ ﾌﾞﾗﾝ 12 ｺﾉｽﾙ ｽﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞﾜｲﾝ ﾛｾﾞ

山梨県＜白＞甲州、シャルドネ、セミヨン、デラウェア チリ＜ロゼ/泡＞ピノ・ノワール
720ＭＬ 750ＭＬ

3 ﾌｼﾞｸﾚｰﾙ ｸﾗﾉｵﾄ甲州 13 ﾌﾟﾗｰﾄ ﾛｾﾞ ｵｰｶﾞﾆｯｸ

山梨県＜白＞甲州 イタリア＜ロゼ＞ネロダヴォラ
720ＭＬ 750ＭＬ

4 ﾌｼﾞｸﾚｰﾙ ｸﾗﾉｵﾄ桃 14 ﾃﾞﾎﾞﾙﾄﾘ ﾃﾞｨｰﾋﾞｰ ｼﾗｰｽﾞ/ｶﾍﾞﾙﾈ

山梨県＜白＞桃 オーストラリア＜赤＞シラーズ、カベルネ・ソーヴィニヨン
720ＭＬ 750ＭＬ

5 甲州 酵母の泡 15 ﾃﾞﾎﾞﾙﾄﾘ ﾃﾞｨｰﾋﾞｰ ｾﾐﾖﾝ/ｼｬﾙﾄﾞﾈ

山梨県＜白/泡＞甲州 オーストラリア＜白＞セミヨン、シャルドネ
720ＭＬ 750ＭＬ

6 甲州 ｼｭｰﾙ ﾘｰ 16 ﾃﾞﾎﾞﾙﾄﾘ ﾃﾞｨｰﾋﾞｰ ﾌﾞﾘｭｯﾄ

山梨県＜白＞甲州 オーストラリア＜白/泡＞サルタナ、ピノ・ノワール
720ＭＬ 750ＭＬ

7 千葉のめぐ実　ｷｳｲﾜｲﾝ微発泡 17 ﾊﾟﾃｨｵ ﾌﾘｯﾂｧﾝﾃ･ﾍﾟｽｶ

千葉県＜白/泡＞キウイフルーツ イタリア＜白/泡＞トレッビアーノ、マルヴァジーア
500ＭＬ 750ＭＬ

8 ｸﾈ ﾘｵﾊ ｸﾘｱﾝｻ 18 ｺﾝﾄﾗｰﾀﾞ･ﾃﾞｨ･ｺﾝﾁｪﾆｺﾞ ｺｯﾘ･ﾃﾞｨ･ｺﾈﾘｱｰﾉ･ﾛｯｿ

スペイン＜赤＞テンプラニーリョ、ガルナッチャ、マスエロ イタリア＜赤＞カベルネ・ソーヴィニョン、メルロー
750ＭＬ 750ＭＬ

9 ｸﾈ ﾘｵﾊ ﾓﾉﾎﾟｰﾙ 19 ﾎﾞﾃﾞｶﾞｽ･ｶﾞﾚｶﾞｽ ｶｽﾄﾛ･ﾚﾋｵ 赤

スペイン＜白＞ビウラ (マカベオ） スペイン＜赤＞テンプラニーリョ、ガルナッチャ、カベルネ・ソーヴィニヨン
750ＭＬ 750ＭＬ

10 ﾛｼﾞｬｰｸﾞﾗｰﾄ ｶｳﾞｧ ﾛｾﾞ 20 ﾎﾞﾃﾞｶﾞｽ･ｶﾞﾚｶﾞｽ ｶｽﾄﾛ･ﾚﾋｵ 白

スペイン＜ロゼ/泡＞ガルナッチャ、モナストレル、ピノ・ノワール スペイン＜白＞パロミノ、ソーヴィニヨン・ブラン、ヴェルデホ
750ＭＬ 750ＭＬ

¥600

青りんごや柑橘系の爽やかな香りに溢れ、豊かな酸とミネラルが実感でき
る。また、心地よい果実味がエレガントな余韻を与えてくれる。 辛口

¥600

鮮やかな赤い色合いと爽やかな果実の香り。柔らかな酸味と、バランスの
よいタンニンと果実味がソフトな口当たり。 ミディアムボディ

「神の雫」にも登場。オークの樽で熟成させ、しっかりしたボディになめらか
なタンニンと酸のバランスのよい、重厚な味わいが特徴。 フルボディ

独自の製法で得られる美しいピンク色。赤系果実の甘いフルーツ香に、濃厚
な味わい。シャンパン製法で造られ、きめ細やかな泡立ち。

薄い黄金色の色合いと爽やかな果実の香り。すっきりとした酸味と、上品
な柑橘系の果実味が心地よい味わい。辛口 やや辛口

¥2,200

樹齢30-40年の葡萄を使用し、アメリカンオーク樽で12ヶ月熟成。エレガント
で、若々しいスパイスの香りとバランスの良い酸味が見事に調和。

¥1,150

ピーチ（桃）フレーバーの甘口スパークリングワイン。そのフルーティーさと飲
みやすさで、特に女性に圧倒的な人気の１本。 甘口

¥2,620

¥740

¥1,610

ミディアムボディ

千葉県香取郡多古町産のキウイフルーツを１００％使用した微発泡タイプの
フルーツワイン。キウイフルーツ特有の甘酸っぱい香りとやさしい酸味。 甘口

¥1,610

¥1,340

高品質の葡萄のみを用いてこだわりのワイン。和食に合う繊細な味わいで、
ほのかな柑橘系の香りとうまみと複雑さが感じられる。 辛口

¥1,050

長く続く繊細な泡立ちと、淡い黄金色のきれいなワインの色が上質な雰囲気
をもたらす。上品な香りと柔らかな酸味が調和し、心地よい口当たり。

柑橘系や柔らかなピーチの香りの中に、僅かに感じる青草やバニラのニュ
アンス。フレッシュな口当たりにセミヨン特有の果実の厚みと爽やかさ。やや辛口 辛口

辛口

¥1,500 ¥820

若草の香るような味わいと余韻に綺麗な酸を感じる滑らかな口当たり｡ハ
ツラツとした泡の広がりと、シャープな切れ味のドライ感が特徴。

無濾過で仕上げた濁りタイプ。甲州種葡萄を原料に、柑橘や洋梨の香りが
特徴の洗練された味わい。甲州種が特徴とする酸味や渋みも心地よい。

イチゴのような赤い果実のフレッシュな果実味がほんのり甘みを感じさせる
余韻。まろやかなボディと程よい酸とのバランスが楽しめる。辛口 辛口

¥1,500 ¥820

¥1,200 ¥1,460

無濾過で仕上げた濁りタイプ。桃のフルーティーな香りとフレッシュさを大事に
醸造。低アルコールで、ジューシーな甘さがどなたにも飲みやすい桃ワイン。

ワイン王国70号で5つ星！アメリカンチェリーや黒系ベリーにほうじ茶のよ
うな香り。しっかりとした酸があるのでアフターは軽やか。甘口 ミディアムボディ

爽やかな香りとすっきりとした味わいの辛口白ワイン。和食などのお料理にも
ぴったり合う味わいが特徴。山梨県の契約農家で栽培された葡萄を使用。

ストロベリーやブルーベリーのような優しい果実味と豊かな酸味が感じら
れ、微かに感じられる心地よい渋みがボディにふくよかさを与えている。辛口 辛口

¥1,500 ¥1,150

¥1,200 ¥1,460

渋み、酸味、葡萄の香りがやさしく溶け合い、ソフトな飲み口で、肉料理など
の幅広い食事に合わせられ、赤のお勧めテーブルワイン。

コノスル待望の泡物！豊かな酸とシトラス系の爽やかな香り、そして凝縮
感の高い果実味と深みのあるドライでキレのよい後味。ミディアムボディ 辛口

配送：４月２７日（月）～４月３０日（木）迄

提案売価（外税） 提案売価（外税）

ワインとクラフトビールを楽しむ会inちば
　4月7日(火)開催！　　出展ワイン特集 （4月・5月）　ＮＯ.1

【受注締切：４月１４日（火）】　「ワインとクラフトビールを楽しむ会inちば」は今回で2回目の開催となります。当日は、こちらの40アイテム
以外にも素晴らしいワインとクラフトビールを沢山ご用意してお待ちしております。ぜひ会場でテイスティン
グをしながら味とラベルを確認して頂き、お店に合うワインをチョイスしてください。

※納品価格は、担当セールスにお問い合せいただくか、4月・5月のＦＡＸ案内でご確認ください。　　　　　　　　　　　　　　　千葉県酒類販売株式会社
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ｺｰﾄﾞ 509414 

ｺｰﾄﾞ 507375 

ｺｰﾄﾞ 506034 

ｺｰﾄﾞ 501081 

ｺｰﾄﾞ 509034 

ｺｰド501055 

ｺｰﾄﾞ 509287 ｺｰﾄﾞ 501082 



No. ワイン名 ご注文 No. ワイン名 ご注文

21 ｱﾏﾃｨｽﾀ 31 ｱｷﾞｰﾚ ﾄﾘﾛｼﾞｰ ｶﾍﾞﾙﾈ・ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ

スペイン＜白/泡＞スカットオブアレキサンドリア チリ＜赤＞カベルネ・ソーヴィニヨン
750ＭＬ 750ＭＬ

22 ｴﾙﾐｼｵﾈｰﾛ DOｳﾞｧﾙﾃﾞﾍﾟｰﾆｬｽ赤 32 ｱｷﾞｰﾚ ﾄﾘﾛｼﾞｰ ﾒﾙﾛｰ

スペイン＜赤＞テンプラニーリョ チリ＜赤＞メルロー
750ＭＬ 750ＭＬ

23 ｴﾙﾐｼｵﾈｰﾛ DOｳﾞｧﾙﾃﾞﾍﾟｰﾆｬｽ白 33 ｱｷﾞｰﾚ ﾄﾘﾛｼﾞｰ ｿｰｳﾞﾆﾖﾝ･ﾌﾞﾗﾝ

スペイン＜白＞アイレン チリ＜白＞ｿｰｳﾞﾆﾖﾝ･ﾌﾞﾗﾝ
750ＭＬ 750ＭＬ

24 ｼﾞｬｯｸﾊﾞﾗｰﾙ ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ 34 ﾊｰﾃﾞｨｰｽﾞ ｽﾀﾝﾌﾟ ｽﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞ 

フランス＜赤＞カベルネ・ソーヴィニヨン オーストラリア＜白/泡＞シャルドネ、ピノ・ノワール
750ＭＬ 750ＭＬ

25 ｼﾞｬｯｸﾊﾞﾗｰﾙ ｿｰｳﾞﾆﾖﾝ･ﾌﾞﾗﾝ 35 ｸｯｸｽ ﾌﾞﾘｭｯﾄ

フランス＜白＞ソーヴニヨン・ブラン アメリカ＜白/泡＞プロプライエタリー・ブレンド
750ＭＬ 750ＭＬ

26 ﾄｽｶｰﾅ ﾛｯｿ IGT ｻﾝ ｾﾞﾉｰﾈ 36 ｶﾞｲｻﾞｰﾋﾟｰｸ ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ

イタリア＜赤＞サンジョヴェーゼ、メルロー、カベルネ・ソーヴィニヨン アメリカ＜赤＞ピノ・ノワール
750ＭＬ 750ＭＬ

27 ｼｼﾘｱﾝ IGT ﾎﾜｲﾄ ｸﾜﾄﾛ ﾋﾞｱﾝｷ 37 ﾀﾗﾊﾟｶ ｺｾﾁｬ ｶﾍﾞﾙﾈ・ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ

イタリア＜白＞シャルドネ、インツォリア、グレカニコ、カタラット チリ＜赤＞カベルネ・ソーヴィニヨン
750ＭＬ 750ＭＬ

28 ﾗｽ･ｺﾗｻﾞ ﾃﾝﾌﾟﾗﾆｰﾘｮ 38 ﾀﾗﾊﾟｶ ｺｾﾁｬ ｼｬﾙﾄﾞﾈ

スペイン＜赤＞テンプラニーリョ チリ＜白＞シャルドネ
750ＭＬ 750ＭＬ

29 ﾗｽ･ｺﾗｻﾞ ﾏｶﾍﾞｵ 39 ｽｶｲ ｵﾌﾞ ｱﾌﾘｶ ﾚｯﾄﾞ

スペイン＜白＞マカベオ 南アフリカ＜赤＞カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー、シラーズ
750ＭＬ 750ＭＬ

30 ﾊﾞﾙﾊﾞﾚｽｺ･ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨ･ﾓﾘ2011 40 ｽｶｲ ｵﾌﾞ ｱﾌﾘｶ ﾎﾜｲﾄ

イタリア＜赤＞ネッビオーロ 南アフリカ＜白＞シュナン・ブラン、コロンバール
750ＭＬ 750ＭＬ

※納品価格は、担当セールスにお問い合せいただくか、4月・5月のＦＡＸ案内でご確認ください。　　　　　　　　　　　　　　　千葉県酒類販売株式会社

2010年国際スパークリングワインコンクールにて金メダル受賞。マスカットオ
ブアレキサンドリアの果実味と酸のｱｸｾﾝﾄが心地良い味わい。

重厚さに洗練さを加えたエレガントな造り。ジューシーな果実味に柔らかい
タンニンが溶け込んだバランスのとれた味わい。やや甘口 ミディアムボディ

¥810 ¥1,050

スペインDO最安の赤。香ばしいナッツや熟した果実の調和した柔らかで繊細
な香りが広がります。フレッシュ感溢れる凝縮された果実の味わい。

しっかりとした厚みのある果実味で余韻も長い。熟した赤い果実、プラム、
そしてペッパーの香りタンニンは甘みがあり、優しいタッチ。ミディアムボディ ミディアムボディ

¥650 ¥1,050

¥650 ¥1,050

スペインDO最安の赤。軽やかな口当たりで、スペイン特産のぶどう品種アイ
レンの旨みがぎゅっと詰まったフルーティな味わい。

ライムや柑橘系のフルーツ、白い花の香り。フレッシュでクリスピーな余韻
が感じられ、すっきりとした果実味が印象的。辛口 辛口

ブドウは南フランスのローヌ、ラングドック・ルーション地域のものを使用。豊か
な果実味とややなめし皮のような風味を持つしっかりとした味わい｡

やわらかくクリーミーな印象にさわやかなベリーの果実味が感じられる。い
きいきとした泡立ちに、自然な酸味を感じるフィニッシュが特徴。ミディアムボディ 辛口

¥1,100 ¥1,090

¥1,100 ¥1,010

ブドウは南フランスのローヌ、ラングドック・ルーション地域のものを使用。エレ
ガントで心地よい香り、フルーティーで爽やかな味わいが特徴。

ニューヨークヤンキースの祝勝会でも使用されるアメリカの超有名スパーク
リング！熟したアロマやリンゴや梨の果実味が特徴。やや辛口 やや辛口

果実味と酸味のコンビネーションが抜群で、バランス良いタンニン、余韻を贅
沢に味わえる。ステーキやローストしたお肉、シチュー、チーズとよく合う。

米国著名ワイン業界誌｢Restaurant Wine｣において､4つ星を獲得｡カリ
フォルニアらしいやわらかく､甘やかな果実味が特徴｡ミディアムボディ ミディアムボディ

¥1,100 ¥640

¥1,100 ¥1,390

緑がかった麦わら色が美しく、口あたりがなめらか。トロピカルフルーツの香り
が印象的で、広がりのあるフルーティーな味わい。

非常に低価格でありながら、無駄な味わいが一切なくぶどう品種の個性を
活かされたピュアなワイン。タンニンはソフトで豊かな果実味｡辛口 ミディアムボディ

酸味と甘味がやさしく溶け合い、フレッシュな中にも熟したフルーツ風の甘味
がある。タンニンもなめらかで、スムーズな後口が楽しめる。

明るい麦わら色で､ﾊﾞﾅﾅや桃のように､熟した果実の香り｡非常に低価格
でありながら、ﾊﾞﾗﾝｽが良い味わいで､柔らかな余韻が続く｡ミディアムボディ やや辛口

¥810 ¥560

¥810 ¥640

しっかりと出た酸味に果実味が溶け合い、柑橘フルーツを食するような甘
酸っぱさ。後から、コンポートフルーツやトロピカル風な甘味がゆっくり広がる。

熟したベリーやチョコレートの柔らかな香りがあり、なめらかな舌触りが特徴
の赤ワイン。ローストした肉料理、バーベキューなどに良く合う。辛口 ミディアムボディ

¥1,590 ¥560

『イタリアワインの女王』と呼ばれるバルバレスコ。バランスの取れた果実味と
タンニンが溶け合い、アタックから飲み心地の良さと華やかさ。

シトラスや白い花・トロピカル・フルーツの豊かな香りがあり、フレッシュでラ
イトボディの辛口白ワイン。魚料理やパスタなどに良く合う。フルボディ やや辛口

提案売価（外税） 提案売価（外税）

ワインとクラフトビールを楽しむ会inちば
　4月7日(火)開催！　　出展ワイン特集 （4月・5月）　ＮＯ.2

「ワインとクラフトビールを楽しむ会inちば」は今回で2回目の開催となります。当日は、こちらの40アイテム
以外にも素晴らしいワインとクラフトビールを沢山ご用意してお待ちしております。ぜひ会場でテイスティン
グをしながら味とラベルを確認して頂き、お店に合うワインをチョイスしてください。

【受注締切：４月１４日（火）】　

配送：４月２７日（月）～４月３０日（木）迄

ｺｰﾄﾞ 505601 

ｺｰﾄﾞ 500930 

ｺｰﾄﾞ 500931 

ｺｰﾄﾞ 501443   

ｺｰﾄﾞ 503293 

ｺｰﾄﾞ 503039 

ｺｰド501339 

ｺｰﾄﾞ 503661 

ｺｰﾄﾞ 503663 

ｺｰﾄﾞ 502085 

ｺｰﾄﾞ 502651 

ｺｰﾄﾞ 506069 

ｺｰﾄﾞ 506070 

ｺｰﾄﾞ 503240 

ｺｰﾄﾞ 503292 

ｺｰﾄﾞ 501817 

ｺｰド501818 

ｺｰﾄﾞ 506091 

  

ｺｰﾄﾞ 502947 

ｺｰﾄﾞ 502946 


