
原産地 原産地 原産地 原産地 原産地

商品名 商品名 商品名 商品名 商品名

容量/入 720ｍｌ/6 容量/入 720ｍｌ/12 容量/入 720ｍｌ/12 容量/入 750ｍｌ/12 容量/入 750ｍｌ/12

色 白/泡 色 白 色 白 色 白 色 白

テイスト 辛口 テイスト やや辛口 テイスト やや辛口 テイスト 辛口 テイスト 辛口

小　売 税込1,620円 小　売 税込1,058円 小　売 税込1,296円 小　売 税込3,456円 小　売 税込1,728円
JANｺｰﾄﾞ 4901515561535 JANｺｰﾄﾞ 4901515625961 JANｺｰﾄﾞ 4901515623257 JANｺｰﾄﾞ 4901777258747 JANｺｰﾄﾞ 4901777211223

特　徴 特　徴 特　徴 特　徴 特　徴

原産地 原産地 原産地 原産地 原産地

商品名 商品名 商品名 商品名 商品名

容量/入 500ｍｌ/12 容量/入 750ｍｌ/12 容量/入 750ｍｌ/12 容量/入 720ｍｌ/12 容量/入 750ｍｌ/6

色 白 色 白 色 白 色 白 色 白/泡

テイスト 辛口 テイスト 辛口 テイスト 中口 テイスト 辛口 テイスト 辛口

小　売 税込1,058円 小　売 税込1,728円 小　売 税込2,700円 小　売 税込1,661円 小　売 税込1,698円
JANｺｰﾄﾞ 4973480309276 JANｺｰﾄﾞ 4937466205334 JANｺｰﾄﾞ 4937466061121 JANｺｰﾄﾞ 4994740005622 JANｺｰﾄﾞ 4994740005745

特　徴 特　徴 特　徴 特　徴 特　徴

原産地 原産地 原産地 原産地 原産地

商品名 商品名 商品名 商品名 商品名

容量/入 720ｍｌ/6 容量/入 720ｍｌ/12 容量/入 720ｍｌ/12 容量/入 750ｍｌ/12 容量/入 750ｍｌ/12

色 ロゼ/泡 色 赤 色 赤 色 赤 色 赤

テイスト 辛口 テイスト ライト テイスト ライト テイスト ミディアム テイスト ミディアム

小　売 税込1,620円 小　売 税込1,058円 小　売 税込1,296円 小　売 税込4,201円 小　売 税込2,981円
JANｺｰﾄﾞ 4901515625947 JANｺｰﾄﾞ 4901515625954 JANｺｰﾄﾞ 4901515623240 JANｺｰﾄﾞ 4901777260955 JANｺｰﾄﾞ 4901777270008

特　徴 特　徴 特　徴 特　徴 特　徴

原産地 原産地 原産地 原産地 原産地

商品名 商品名 商品名 商品名 商品名

容量/入 750ｍｌ/12 容量/入 750ｍｌ/12 容量/入 500ｍｌ/12 容量/入 750ｍｌ/6 容量/入 750ｍｌ/12

色 赤 色 ロゼ 色 赤 色 赤 色 赤

テイスト ライト テイスト やや甘口 テイスト ライト テイスト フル テイスト ライト

小　売 税込1,728円 小　売 税込1,728円 小　売 税込1,058円 小　売 税込2,894円 小　売 税込1,728円
JANｺｰﾄﾞ 4901777211216 JANｺｰﾄﾞ 4901777231788 JANｺｰﾄﾞ 4973480321469 JANｺｰﾄﾞ 4973480331543 JANｺｰﾄﾞ 4937466121559

特　徴 特　徴 特　徴 特　徴 特　徴

原産地 原産地 原産地 原産地 原産地

商品名 商品名 商品名 商品名 商品名

容量/入 750ｍｌ/12 容量/入 720ｍｌ/12 容量/入 720ｍｌ/12 容量/入 750ｍｌ/6 容量/入 720ｍｌ/12

色 赤 色 赤 色 赤 色 赤/泡 色 赤

テイスト フル テイスト ミディアム テイスト ライト テイスト 辛口 テイスト ミディアム

小　売 税込2,322円 小　売 税込1,567円 小　売 税込1,473円 小　売 税込1,797円 小　売 税込1,749円
JANｺｰﾄﾞ 4937466126561 JANｺｰﾄﾞ 4994740005530 JANｺｰﾄﾞ 4920205509138 JANｺｰﾄﾞ 4920205509152 JANｺｰﾄﾞ 4920205509015

特　徴 特　徴 特　徴 特　徴 特　徴

品種

フレンチオーク樽でじっくり
12ヶ月熟成させました。香り高
い樽香とコクのある味わい
は、料理との相性も良く、飲む
人の心を癒します。

ミネラル分豊富な原料を選ん
で醸造することにより、豊かな
香りと果実香がしっかり表現
された中に複雑な味わいと力
強さがあります。

亜硫酸を一切使用することな
く丁寧に醸造しました。赤い果
実を思わせる心地よいアロ
マ、優しいタンニンが感じられ
るライトボディの辛口ワイン。

亜硫酸を一切使用することな
く丁寧に醸造しました。気泡の
ひとつひとつまで赤色をともな
い、果実香と穏やかなタンニ
ンをお楽しみいただけます。

エスニックなスパイスの香り
と、赤い果実のような香り。
オーク由来のタンニンに支え
られくっきりとした輪郭をもち
心地良い余韻を残します。

ﾏｽｶｯﾄ･ﾍﾞｰﾘｰＡ品種 ﾏｽｶｯﾄ･ﾍﾞｰﾘｰＡ 品種 ﾏｽｶｯﾄ･ﾍﾞｰﾘｰＡ 品種 ﾏｽｶｯﾄ･ﾍﾞｰﾘｰＡ 品種 ﾏｽｶｯﾄ･ﾍﾞｰﾘｰＡ

品種 甲　州 品種 甲　州 品種 甲　州

甲州酵母の泡
日本の甲州

酸化防止剤無添加
凍結　山梨　甲州

芳醇仕立て

千葉県酒類販売株式会社

甲州種とマスカット・ベーリーＡ種が拓く

日本ワインの新時代（2月）
日本では「甲州種」や「マスカット・ベーリーA 種」などの固有のブドウでの高品質なワインづくりが進んでいます。この 2つのブドウ品種は OIV（国

際ブドウ・ワイン機構）で品種登録され、ブドウ栽培や醸造に手を抜かない日本のワインづくりの潜在力に世界的評価が高まっています。

山梨県 山梨県 山梨県 山梨県 山梨県

品種 甲　州 品種 甲　州

ワイン王国「５ツ星」獲得！あ
の『神の雫』にも登場！上品
な香りで柔らかな酸味が調和
し、心地よい口当たりと飲み
口のよさが特徴です。

繊細な香り、柔らかな酸味と
ほどよい余韻が特長。複数の
酵母を用いることでさまざまな
風味を引き出し、フルーティー
な仕上がりです。

甲州種の魅力をギュッと凍結
濃縮。繊細でフルーティーな
香り、そして深みのある芳醇
な味わいをあわせ持ったやや
辛口の仕上がりです。

登美の丘ワイナリーで育てた
ぶどうを丁寧に手摘みし、醸
造・熟成。穏やかな酸味、ほ
ど良い渋味のあるふくよかな
味わいが特長です。

和柑橘の金柑などを連想させ
る香りと白い花や綿飴を思わ
せる香り。柔らかなアタック、
しっとりと落ち着いた印象と
清々しさを感じます。

登美の丘ワイナリー
登美の丘 甲州

ジャパンプレミアム
甲州

山梨県

日本の地ワイン
国中甲州

いろ　甲州辛口 ラ　フィーユ　長熟甲州 古代甲州 ハギースパーク重畳

品種 甲　州 品種 甲　州 品種

山梨県 山梨県 山梨県 山梨県

甲　州 品種 甲　州 品種 甲　州

爽やかなレモンやライムのよ
うな柑橘系のアロマ。ほのか
な苦味と共にオーク樽由来の
ナッツやアーモンドのような香
りも感じ取れます。

ゆずやグレープフルーツのよ
うな柑橘系の綺麗で伸びやか
な香り。 少しクリスピーな酸味
とほどよく厚みある果実味が
魅力的。

完熟した甲州種で仕込み地
下貯蔵庫で10年～20年熟成
したものをブレンドした深い芳
醇な香りと柔らかい品のある
甘さが感じられます。

指定文化財である、樹齢130
年の“甲龍”から枝分けされた
甲州葡萄を使用。スッキリか
つコクがある辛口を醸し出し、
最高のバランスです。

長年、甲州種の研究を重ねて
きた意味も込めて名付けまし
た。樽熟成し、ほのかなオー
クの香りとほどよい酸味のあ
るスパークリングです。

長野県

マスカット・ベーリーＡ
酵母の泡

日本のマスカット・ベーリーＡ
酸化防止剤無添加

凍結　山梨　ベーリーＡ
芳醇仕立て

ジャパンプレミアム
塩尻マスカット･ベーリーＡ

ミズナラ樽熟成

ジャパンプレミアム
塩尻マスカット・ベーリーＡ

品種 ﾏｽｶｯﾄ･ﾍﾞｰﾘｰＡ 品種 ﾏｽｶｯﾄ･ﾍﾞｰﾘｰＡ 品種

山梨県 山梨県 山梨県 長野県

ﾏｽｶｯﾄ･ﾍﾞｰﾘｰＡ 品種 ﾏｽｶｯﾄ･ﾍﾞｰﾘｰＡ 品種 ﾏｽｶｯﾄ･ﾍﾞｰﾘｰＡ

華やかな色合い、長く続く繊
細な泡立ち、赤い果実のあふ
れる風味が感じられます。幅
広い料理とのマリアージュを
お楽しみください。

ほどよい渋味とバランスのと
れた味わいが特長。多くのタ
ンニンを短時間で引き出すこ
とで果汁の酸化を防ぎ、フレッ
シュ＆フルーティー！

マスカット・ベリーA種の魅力
をギュッと凍結濃縮。フルー
ティーで華やかな品種特有の
香り、そしてほどよい渋みが
特長の芳醇な味わいです。

ミズナラ樽がもつ、オリエンタ
ルな香り、ココナッツの香りが
マスカット・ベーリーＡ特有の
甘い香りと絶妙なバランスを
醸しだしました。

塩尻地区で育てたマスカット・
ベーリーＡ。豊かな果実香に
スパイスやハーブの香りが調
和した、凝縮感のある赤ワイ
ンに仕上げました。

山梨県

ジャパンプレミアム
マスカット・ベーリーＡ

ジャパンプレミアム
マスカット・ベーリーＡ

日本の地ワイン
国中マスカット・ベーリーＡ

シャトー・メルシャン
穂坂マスカット・ベーリーＡ

いろ　ベーリーA

品種 ﾏｽｶｯﾄ･ﾍﾞｰﾘｰＡ 品種 ﾏｽｶｯﾄ･ﾍﾞｰﾘｰＡ 品種

山梨県 山梨県 山梨県 山梨県

ﾏｽｶｯﾄ･ﾍﾞｰﾘｰＡ 品種 ﾏｽｶｯﾄ･ﾍﾞｰﾘｰＡ 品種 ﾏｽｶｯﾄ･ﾍﾞｰﾘｰＡ

樽熟成で複雑な香味を引き出
したワインと、タンク熟成で
チャーミングな果実感を引き
出したワインを、バランスよく
ブレンドして仕上げました。

低温でゆっくりと発酵させ、フ
レッシュな味わいのロゼワイ
ンに仕上げました。甘やかな
香り、　爽やかな酸味と果実
感たっぷりの味わいです。

赤い果実やミルクチョコレート
のような甘さを連想させる香
り。チャーミングな香りとやさし
い甘みとが非常に良いバラン
スで口中に広がります。

穂坂の産地に由来する心地
よい酸味と樽育成由来のヴァ
ニラ、カフェなどの香り。やさし
い果実味と重厚な味わいが余
韻として感じられます。

優しいアタック、口中で広がる
果実味と穏やかなタンニン、
控えめながらもエレガントさを
印象付ける酸味。上品な余韻
が残ります。

山梨県 山梨県 山形県 山形県 山形県

ラ　フィーユ
樽ベーリーＡ

ベリー瑛
亜硫酸無添加

マスカットベーリーＡ

亜硫酸無添加
スパークリング

マスカットベーリーＡ

ラスティック
マスカットベーリーＡ


