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No. 産地（国） 出展者名 小間番号 産地（地域） ワイナリー名 　ブランド名 ブドウ品種

タイプ
赤／白／ロゼ／スパーク
リング（赤・白・ロゼ）

ボディ（ライト／
ミディアム／フル）

味
（甘口／
辛口）

オーガニック
（有機栽培）

スクリュー
キャップ

樽の使用
樽の

使用期間
樽の新旧

アルコール
度数

ボトル容量
（ml）

年間生産量
お勧めの料理

（肉／魚／寿司等）

商談希望業態
（ホテル・レスト
ラン／小売／商社
／その他）

最小発注数・
単位

小売希望価格
（税別）

国内流通
ワイン王国
セミナー

ラベルコンテ
スト参加

1 アメリカ ㈱オーバーシーズ 3O112 カリフォルニア シー・リッジ シー・リッジ ピノ・ノワール ピノ・ノワール主体 赤 ミディアム ● 12.50% 750 ¥1,000 ● ●

2 アメリカ ㈱オーバーシーズ 3O112 カリフォルニア コースタル・リッジ ピノ・ノワール ピノ・ノワール主体 赤 ミディアム ● ● 13.00% 750 ¥1,500 ●

3 アメリカ ㈱オーバーシーズ 3O112 カリフォルニア ピケット・フェンス ピノ・ノワール ピノ・ノワール主体 赤 ミディアム ● 最高8ヶ月 14.00% 750 ¥5,000 ●

4 アメリカ ㈱オーバーシーズ 3O112 ウィスコンシン ムーチョ・アロハ ビール ムーチョ・アロハ  ハワイアンスタイル・ペールエール 麦芽、ホップ 発泡 ● 5.50% 355 オープン ●

5 アメリカ ㈱オーバーシーズ 3O112 ウィスコンシン ムーチョ・アロハ ビール ムーチョ・アロハ  ハワイアンスタイル・ペールエール　ボトル 麦芽、ホップ 発泡 ● 5.50% 355 オープン ●

6 アメリカ ㈱オーバーシーズ 3O112 ウィスコンシン ムーチョ・アロハ ビール ムーチョ・アロハ パシフィック・ピルス 麦芽、ホップ 発泡 ● 5.20% 355 オープン ●

7 アメリカ EH㈱ 3R112 セントラルコースト サマーウッド センティオⅢ　2001 カベルネソーヴィニヨン63％、カベルネフラン23％、メルロー14％ 赤 フル 辛口 ● 24ヶ月 100％新 14.3 750 300 case ソースのお肉料理 全て 6本 ¥18,000 ● ●

8 アメリカ EH㈱ 3R112 パソロブレス サマーウッド センティオⅥ　2004 カベルネソーヴィニヨン67％、プティヴェルド22％、メルロー6％、マルベック5％ 赤 フル 辛口 ● 24ヶ月 100％新 15.5 750 55 case 赤身肉、炭火焼 全て 6本 ¥22,000 ●

9 アメリカ EH㈱ 3R112 カリフォルニア サマーウッド メルロー　2015 メルロー100％ 赤 フル 辛口 ● 12ヶ月 100％ニュートラル 13.8 750 448 case ボロネーゼ、仔羊のすね肉のグリル 全て 6本 ¥3,000 ●

10 アメリカ EH㈱ 3R112 パソロブレス サマーウッド シラー　2013 シラー100％ 赤 ミディアム 辛口 ● 48ヶ月 100％ニュートラル 16.1 750 168　case 全て 6本 ¥3,900 ●

11 アメリカ EH㈱ 3R112 パソロブレス サマーウッド ディオーサ　2001 シラー81％、ムールヴェードル15％、グルナッシュ4％ 赤 フル 辛口 ● 24ヶ月 100％新 14.6 750 300 case 全て 6本 ¥11,000 ●

12 アメリカ EH㈱ 3R112 パソロブレス サマーウッド ディオーサ　2002 シラー97％、グルナッシュ2％、ルーサンヌ1％ 赤 フル 辛口 ● 24ヶ月 100％新 14.5 750 55 case 全て 6本 ¥12,000 ●

13 アメリカ EH㈱ 3R112 パソロブレス サマーウッド カベルネソービニヨン　2003 カベルネソーヴィニヨン96.4％、メルロー3.6％ 赤 ミディアム 辛口 ● 24か月 100％新 14.9 750 450 case スモークポーク、リブアイステーキ 全て 6本 ¥9,000 ●

14 アメリカ EH㈱ 3R112 カリフォルニア サマーウッド プライベートリザーブ　2004/2005 シラー45％、プティヴェルド33％、グルナッシュ11％、マルベック11％   /   プティヴェルド30％、マルベック30％、シラー25％、グルナッシュ15％ 赤 フル 辛口 ● 24ヶ月 100％新 15.5 750 55 case 全て 6本 ¥50,000 ●

15 アメリカ EH㈱ 3R112 カリフォルニア サマーウッド ポートワイン　Ｎ/Ｖ ジンファンデル100％ 赤 フル 甘口 ● 120ヶ月 100％ニュートラル 19.9 375 600 case 全て 6本 ¥6,000 ●

16 アメリカ EH㈱ 3R112 カリフォルニア サマーウッド シャルドネ　2016 シャルドネ100％ 白 ライト 辛口 ● 10ヶ月 100％ニュートラル 13.1 750 224 case 全て 6本 ¥3,000 ●

17 アメリカ EH㈱ 3R112 カリフォルニア サマーウッド マスカット　2016 マスカット100％ 白 ライト 甘口 10 750 256 case タコス、メロンサラダ、カモのコンフィ、スカッシュピザ 全て 6本 ¥3,000 ●

18 アメリカ EH㈱ 3R112 パソロブレス サマーウッド ヴァンブラン　2014 ルーサンヌ53％、ヴィオニエ47％ 白 フル 辛口 ● 12ヶ月 100％ニュートラル 15.5 750 191 case 全て 6本 ¥6,000 ●

19 アメリカ EH㈱ 3R112 パソロブレス サマーウッド グルナッシュブラン　2015 グルナッシュブラン100％ 白 ミディアム 辛口 ● 9ヶ月 100％ニュートラル 15 750 122 case 全て 6本 ¥6,500 ●

20 アメリカ EH㈱ 3R112 カリフォルニア サマーウッド リースリング　2015 リースリング100％ 白 ライト 辛口 14.7 750 364 case 全て 6本 ¥5,000 ●

21 アメリカ EH㈱ 3R112 カリフォルニア サマーウッド ロゼ　2016 ジンファンデル100％ ロゼ ライト 辛口 12.8 750 448 case 全て 6本 ¥5,000 ●

22 アメリカ EH㈱ 3R112 パソロブレス サマーウッド ＭＧＳ　2015 ムールヴェードル52％、グルナッシュ30％、シラー18％ 赤 フル 辛口 ● 16ヶ月 100％ニュートラル 14.79 750 336 case 全て 6本 価格未定

23 アメリカ EH㈱ 3R112 カリフォルニア サマーウッド ヴァンルージュ　2014 メルロー55％、ムールヴェードル29％、カベルネフラン16％ 赤 ミディアム 辛口 ● 24ヶ月 100％ニュートラル 15.5 750 175 case 全て 6本 価格未定

24 アメリカ EH㈱ 3R112 カリフォルニア サマーウッド ジンファンデル　2015 ジンファンデル92％、タナー8％ 赤 ミディアム 辛口 ● 16ヶ月 45％新 15.9 750 181 case 全て 6本 価格未定

25 アメリカ EH㈱ 3R112 カリフォルニア サマーウッド ジンファンデル　2016 ジンファンデル100％ 赤 ミディアム 辛口 ● 9ヶ月 100％ニュートラル 13.9 750 448 case アジア料理、インド料理 全て 6本 価格未定

26 アメリカ EH㈱ 3R112 カリフォルニア サマーウッド ソーヴィニヨンブラン　2016 ソーヴィニヨンブラン100％ 白 ライト 辛口 ● 12.7 750 320 case 甲殻類、濃厚なクリームパスタ 全て 6本 価格未定

27 アメリカ ㈱カーヴ 3A116 カリフォルニア/ローダイ ﾜｲﾍﾞﾙ スタンフォード・ブリュット シュナン・ブラン、フレンチ・コロンバール スパークリング（白） 辛口 11 750 魚 ホテル・レストラン・小売・商社・その他 12本 ¥2,200 ●

28 アメリカ ㈱カーヴ 3A116 カリフォルニア/ローダイ ヒドゥン・クリーク ヒドゥン・クリーク　レッド・ブレンド メルロー、ジンファンデル、シラー、プティ・シラー 赤 フル ● 3ヶ月 14 750 牛肉 ホテル・レストラン・小売・商社・その他 12本 ¥1,500 ● ● ●

29 アメリカ ㈱カーヴ 3A116 カリフォルニア/ローダイ ヒドゥン・クリーク ヒドゥン・クリーク　シャルドネ シャルドネ 白 辛口 ● 3ヶ月 14 750 魚 ホテル・レストラン・小売・商社・その他 12本 ¥1,500 ●

30 アメリカ ㈱カーヴ 3A116 カリフォルニア/ローダイ ブラックリッジ・ヴィンヤード ブラックリッジ　カベルネ・ソーヴィニョン カベルネ・ソーヴィニョン 赤 ミディアム ● 13 750 牛肉 ホテル・レストラン・小売・商社・その他 12本 ¥2,000 ●

31 アメリカ ㈱カーヴ 3A116 カリフォルニア/ローダイ ブラックリッジ・ヴィンヤード ブラックリッジ　ジンファンデル ジンファンデル 赤 ミディアム ● 13 750 ラム肉 ホテル・レストラン・小売・商社・その他 12本 ¥2,000 ●

32 アメリカ ㈱カーヴ 3A116 カリフォルニア/ローダイ ブラックリッジ・ヴィンヤード ブラックリッジ　ピノ・ノワール ピノ・ノワール 赤 ミディアム ● 13 750 鶏肉 ホテル・レストラン・小売・商社・その他 12本 ¥2,000 ●

33 アメリカ ㈱カーヴ 3A116 カリフォルニア/ローダイ ブラックリッジ・ヴィンヤード ブラックリッジ　シャルドネ シャルドネ 白 辛口 ● 12 750 寿司 ホテル・レストラン・小売・商社・その他 12本 ¥2,000 ●

34 アメリカ ㈱カーヴ 3A116 カリフォルニア/サンタルチア・ハイランド パープルワイン・スピリッツ シークレットセラーズ　ピノ・ノワール ピノ・ノワール 赤 フル ● 13 750 兔肉 ホテル・レストラン・小売・商社・その他 12本 ¥3,000 ●

35 アメリカ ㈱カーヴ 3A116 カリフォルニア/モントレー・カウンティ パープルワイン・スピリッツ シークレットセラーズ　シャルドネ シャルドネ 白 辛口 ● 13 750 甲殻類 ホテル・レストラン・小売・商社・その他 12本 ¥2,800 ●

36 アメリカ ㈱カーヴ 3A116 カリフォルニア/ナパ・カウンティ パープルワイン・スピリッツ ホイールハウスメリタージュ メルロー、プティ・ヴェルドー、カベルネ・ソーヴィニョン、マルベック、カベルネ・フラン 赤 フル ● 14 750 牛肉 ホテル・レストラン・小売・商社・その他 12本 ¥3,800 ●

37 アメリカ ㈱カーヴ 3A116 カリフォルニア/ナパ・ヴァレー マイケル・ポザーン・ワイナリー マシュージョセフ　カベルネ・ソーヴィニョン カベルネ・ソーヴィニョン 赤 フル ● 14 750 牛肉 ホテル・レストラン・小売・商社・その他 12本 ¥3,800 ●

38 アメリカ ㈱カーヴ 3A116 カリフォルニア/ナパ・ヴァレー マイケル・ポザーン・ワイナリー マシュージョセフ　シャルドネ シャルドネ 白 辛口 ● 14 750 魚 ホテル・レストラン・小売・商社・その他 12本 ¥3,300 ●

39 アメリカ ㈱カーヴ 3A116 カリフォルニア/サンタマリア タンタラ・ワイナリー タンタラ　ピノ・ノワール　サンタマリア ピノ・ノワール 赤 ● 14 750 牛肉 ホテル・レストラン・小売・商社・その他 12本 ¥6,600 ●

40 アメリカ ㈱カーヴ 3A116 カリフォルニア/サンタリタ・ヒルズ タンタラ・ワイナリー タンタラ　ベントロック ピノ・ノワール 赤 フル ● 14 750 牛肉 ホテル・レストラン・小売・商社・その他 12本 ¥11,000 ●

41 アメリカ ㈱カーヴ 3A116 カリフォルニア/サンタマリア タンタラ・ワイナリー タンタラ　シャルドネ　サンタマリア シャルドネ 白 辛口 ● 14 750 魚 ホテル・レストラン・小売・商社・その他 12本 ¥6,200 ●

42 アメリカ ㈱カーヴ 3A116 カリフォルニア/サンタマリア タンタラ・ワイナリー タンタラ　シャルドネ　ディアバーグ シャルドネ 白 辛口 ● 14 750 魚 ホテル・レストラン・小売・商社・その他 12本 ¥8,200 ●

43 アメリカ ㈱カーヴ 3A116 カリフォルニア/ロシアン・リヴァー・ヴァレー ダービース・ワインズ ダービース　ピノ・ノワール ピノ・ノワール 赤 フル ● 14 750 鶏肉 ホテル・レストラン・小売・商社・その他 12本 ¥8,300 ●

44 アメリカ ㈱カーヴ 3A116 カリフォルニア/ロシアン・リヴァー・ヴァレー ダービース・ワインズ ダービース　ピノ・ノワール　シャルドネ シャルドネ 白 辛口 ● 13 750 魚 ホテル・レストラン・小売・商社・その他 12本 ¥7,700 ●

45 アメリカ ㈱ベルーナ 3P115 ＡＶＡカリフォルニア トリンチェロ　ファミリー シカモア・レーン・ピノ・ノワール ピノ・ノワール 赤 フル 辛口 ● 13 750 野菜と豚肉のバーベキュー ホテル・レストラン／小売／商社 12本 ¥1,580 ●

46 アメリカ ㈱ベルーナ 3P115 ＡＶＡカリフォルニア トリンチェロ　ファミリー シカモアレーン・カベルネ・ソーヴィニヨン カベルネ・ソーヴィニヨン 赤 フル 辛口 ● 13 750 牛サーロインステーキ ホテル・レストラン／小売／商社 12本 ¥1,580 ●

47 アメリカ ㈱ベルーナ 3P115 ＡＶＡカリフォルニア トリンチェロ　ファミリー シカモア・レーン・シャルドネ シャルドネ 白 辛口 ● 750 白身魚のカルパッチョ ホテル・レストラン／小売／商社 12本 ¥1,580 ●

48 イタリア ㈱オーバーシーズ 3O112 ヴェネト カンティネ・ピローヴァノ コッレツィオーネ ピノ・グリージョ ピノ・グリージョ100％ 白 やや辛口 12.00% 750 ¥1,200 ●

49 イタリア ㈱オーバーシーズ 3O112 ロンバルディア カンティネ・ピローヴァノ テッレ・ベンティヴォーリオ キュヴェ・ディ・ピノ スプマンテ エクストラ・ドライ ピノ・ネロ スパークリング（白） 辛口 12.00% 750 ¥1,500 ●

50 イタリア ㈱ベルーナ 3P115 IGTプーリア ボッター カ・デル・コンソーレ アパッシメント　プーリア メルロー60%、プリミティーヴォ30% ネグロアマーロ10％ 赤 フル 辛口 ● ３か月 14.5 750 ハンバーグ ホテル・レストラン／小売／商社 12本 ¥1,180 ●

51 イタリア ㈱ベルーナ 3P115 ＤＯＣオルトレポ・パヴェーゼ ジョルジ ジョルジ・イル・バンディート リースリング 100％ 白 辛口 13 750 天ぷら ホテル・レストラン／小売／商社 12本 ¥1,980

52 イタリア ㈱ベルーナ 3P115 IGTヴェネト Mabis srl ネロパッソ・ビスカルド コルヴィーナ40％、コルヴィノーネ30％、 カベルネ・ソーヴィニヨン30％ 赤 フル 辛口 14 750 仔羊のロースト ホテル・レストラン 12本 ¥1,180 ●

53 イタリア ㈱ベルーナ 3P115 IGTトスカーナ Societa Agricola La Bollina S.R.L クレトゥス・トスカーナ・ビアンコ シャルドネ40％、ソーヴィニヨン・ブラン30％、ヴィオニエ30％ 白 辛口 13 750 白身魚のムニエル ホテル・レストラン 12本 ¥2,480 ●

54 オーストラリア GRN㈱ 3A115 サウス・イースタン・オーストラリア 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 シャルドネ100% 白 辛口 ● ● 13.50% 750 シーフード、チキン料理 全業態対象 関東12本単位（混載可） ¥1,280 ●

55 オーストラリア GRN㈱ 3A115 サウス・イースタン・オーストラリア アンドリュー・ピース ワインメーカーズ・ノート レゼルヴ シャルドネ シャルドネ100% 白 辛口 ● ● 13.50% 750 チキン料理、ムニエル 全業態対象 関東12本単位（混載可） ¥1,740 ● ●

56 オーストラリア GRN㈱ 3A115 サウス・イースタン・オーストラリア アンドリュー・ピース ワインメーカーズ・ノート カベルネ・ソーヴィニョン カベルネ・ソーヴィニョン100% 赤 ミディアムボディ ● ● 14% 750 BBQ、ピザ 全業態対象 関東12本単位（混載可） ¥1,280 ●

57 オーストラリア GRN㈱ 3A115 サウス・イースタン・オーストラリア アンドリュー・ピース ワインメーカーズ・ノート レゼルヴ カベルネ・ソーヴィニョン カベルネ・ソーヴィニョン100% 赤 フルボディ ● ● 14% 750 焼肉、ビーフステーキ 全業態対象 関東12本単位（混載可） ¥1,740 ●

58 オーストラリア GRN㈱ 3A115 サウス・オーストラリア州 / アデレード・ヒルズ サイドウッド クリメッロ シャルドネ シャルドネ100% 白 辛口 ● ● 6か月 14% 750 クリームパスタ、グラタン 全業態対象 関東12本単位（混載可） ¥2,000 ●

59 オーストラリア GRN㈱ 3A115 サウス・オーストラリア州 / アデレード・ヒルズ サイドウッド ムスタング シラーズ シラーズ100% 赤 ミディアムボディ ● ● 12か月 13.50% 750 スパイスの効いた肉料理 全業態対象 関東12本単位（混載可） ¥2,400 ● ●

60 オーストラリア GRN㈱ 3A115 サウス・オーストラリア州 / バロッサ・ヴァレー カレスキー カレスキー バックボード デュリフ プティ・シラー100% 赤 フルボディ ● ● ● 13か月 新樽25% 15% 750 肉料理全般 全業態対象 関東12本単位（混載可） ¥3,800 ●

61 オーストラリア GRN㈱ 3A115 サウス・オーストラリア州 / バロッサ・ヴァレー カレスキー カレスキー モッパ シラーズ シラーズ90%、プティヴェルドー7%、ヴィオニエ3% 赤 フルボディ ● ● ● 15か月 新樽25% 14.50% 750 肉料理全般 全業態対象 関東12本単位（混載可） ¥4,300 ●

62 オーストリア ワインハウスゲアハルト㈱ 3D110 ブルゲンラント エルフェンホーフ ノヴァ リヴァーナー 白 ライト 甘口 ● 10.5 750 ¥1,750

63 オーストリア ワインハウスゲアハルト㈱ 3D110 ブルゲンラント エルフェンホーフ ブラウブルグンダー 赤 ミディアム 辛口 13.5 750 ¥4,000

64 クロアチア アズマコーポレーション 3Q110 南部ダルマチア スカラムーチャ プラヴァッツ・マリ プラヴァッツマリ 赤 ミディアム 13% 750 ¥2,200 ●

65 スペイン ㈱パラジャパン 3Q116 D.Oカリニェナ ナバスクエス・エノロヒア クティオ ガルナッチャ100％ 赤 ミディアム 辛口 ● ● ４か月 新樽 13.00% 750 肉 ホテル・レストラン/小売/商社 1 ¥1,900 ● ●

66 スペイン ㈱パラジャパン 3Q116 D.Oイエクラ ボデーガス・ラ・プリシマ ｲｸﾞﾚｼｱ･ﾋﾞｴｯﾊ･ｸﾘｱﾝｻ ﾓﾅｽﾄﾚﾙ70%　ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ15%　ﾃﾝﾌﾟﾗﾆｰﾆｮ15% 赤 ミディアム 辛口 ● ● １２か月 14.00% 750 肉 ホテル・レストラン/小売/商社 1 ¥1,900 ●

67 スペイン ㈱パラジャパン 3Q116 D.Oイエクラ ボデーガス・ラ・プリシマ ｺﾝｾﾝﾃｨｰﾄﾞ･ﾏｶﾍﾞｵ マカベオ100% 白 ミディアム やや辛口 ● ● 新樽 12.50% 750 魚 ホテル・レストラン/小売/商社 1 ¥1,800 ●

68 スペイン ㈱パラジャパン 3Q116 D.OCaリオハ ボデーガス・ペリカ セイス・セパス・セイス ﾃﾝﾌﾟﾗﾆｰﾆｮ100% 赤 フル 辛口 ● ● ６か月 新樽 13.50% 750 肉 ホテル・レストラン/小売/商社 1 ¥3,700 ●

69 スペイン ㈱パラジャパン 3Q116 D.OCaリオハ ボデーガス・ペリカ ｾｲｽ･ｾﾊﾟｽ･ｾｲｽ･ﾛｻｰﾄﾞ ｶﾞﾅﾙﾁｬ60%　ﾃﾝﾌﾟﾗﾆｰﾆｮ30%　ﾋﾞｳﾗ10% ロゼ ミディアム 辛口 ● ● 13.00% 750 魚 ホテル・レストラン/小売/商社 1 ¥3,700 ●

70 スペイン ㈱パラジャパン 3Q116 D.Oモントレイ ﾎﾞﾃﾞｰｶﾞ･ﾍﾞﾆｰﾄ･ｻﾝﾄｽ ﾍﾞﾆｰﾄ･ｻﾝﾄｽ･ｺﾞﾃﾞｰﾘｮ ゴデーリョ100% 白 ライト 辛口 ● 13.00% 750 寿司、天ぷら ホテル・レストラン/小売/商社 1 ¥1,900 ●

71 スペイン ㈱パラジャパン 3Q116 D.Oモントレイ ﾎﾞﾃﾞｰｶﾞ･ﾍﾞﾆｰﾄ･ｻﾝﾄｽ ﾍﾞﾆｰﾄ･ｻﾝﾄｽ･ﾒﾝｼｱ メンシア100% 赤 ライト 辛口 ● 13.00% 750 和食 ホテル・レストラン/小売/商社 1 ¥1,900 ●

72 スペイン ㈱パラジャパン 3Q116 D.Oリベラ・デル・ドゥエロ ﾎﾞﾃﾞｰｶﾞｽ･ｴﾙ･ｲﾙｼｵﾆｽﾀ ｴﾙ･ｲﾙｼｵﾆｽﾀ･ﾎﾍﾞﾝ ﾃﾝﾌﾟﾗﾆｰﾆｮ100% 赤 ライト 辛口 ● 13.50% 750 肉 ホテル・レストラン/小売/商社 1 ¥1,800 ●

73 スペイン ㈱パラジャパン 3Q116 D.Oリベラ・デル・ドゥエロ ﾎﾞﾃﾞｰｶﾞｽ･ｴﾙ･ｲﾙｼｵﾆｽﾀ ｴﾙ･ｲﾙｼｵﾆｽﾀ･ﾛﾌﾞﾚ ﾃﾝﾌﾟﾗﾆｰﾆｮ100% 赤 ミディアム 辛口 ● ● ５か月 13.50% 750 肉 ホテル・レストラン/小売/商社 1 ¥2,400 ●

74 スペイン ㈱パラジャパン 3Q116 D.Oリベラ・デル・ドゥエロ ﾎﾞﾃﾞｰｶﾞｽ･ｴﾙ･ｲﾙｼｵﾆｽﾀ ｴﾙ･ｲﾙｼｵﾆｽﾀ･ｸﾘｱﾝｻ ﾃﾝﾌﾟﾗﾆｰﾆｮ101% 赤 フル 辛口 ● ● １４か月 13.50% 750 肉 ホテル・レストラン/小売/商社 1 ¥3,600 ●

75 スペイン ㈱パラジャパン 3Q116 D.Oﾌﾐｰﾘｬ エゴ・ボデーガス シンフォニア ﾓﾅｽﾄﾚﾙ80%　ｶﾙﾍﾞﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ20% 赤 ミディアム 辛口 ● ● 14.50% 750 肉 ホテル・レストラン/小売/商社 1 ¥1,800 ●

76 スペイン ㈱パラジャパン 3Q116 D.Oリアスバイシャス マルティン・コダックス マリエッタ ｱﾙﾊﾞﾘﾆｰﾆｮ100% 白 ライト やや甘口 ● ● 12.00% 750 魚、寿司 ホテル・レストラン/小売/商社 1 ¥1,750 ● ●

77 スペイン ㈱パラジャパン 3Q116 D.Oリアスバイシャス マルティン・コダックス マラ・マルティン ゴデーリョ100% 白 ライト 辛口 ● 13.00% 750 魚 ホテル・レストラン/小売/商社 1 ¥1,800 ●

78 スペイン ㈱パラジャパン 3Q116 D.Oリアスバイシャス マルティン・コダックス アルバ・マルティン ｱﾙﾊﾞﾘｰﾆｮ100% 白 ライト 辛口 ● ● 12.50% 750 魚 ホテル・レストラン/小売/商社 1 ¥2,300 ●

79 スペイン ㈱パラジャパン 3Q116 D.Oソモンターノ ボデーガス・メレール メレール・シラー シラー100% 赤 ミディアム 辛口 ● 13.50% 750 肉 ホテル・レストラン/小売/商社 1 ¥1,900 ●

80 スペイン ㈱パラジャパン 3Q116 D.Oルエダ パラシオ・デ・ヴィラチカ ヴィラチカ・ベルデホ ベルデホ100% 白 ミディアム 辛口 ● 13.00% 750 魚 ホテル・レストラン/小売/商社 1 ¥1,800 ●

81 スペイン ㈱パラジャパン 3Q116 D.Oトロ パラシオ・デ・ヴィラチカ クアトロ・テ ﾃｨﾝﾀﾃﾞﾄﾛ100% 赤 フル 辛口 ● ● ６か月 14.00% 750 肉 ホテル・レストラン/小売/商社 1 ¥2,750 ●

82 スペイン ㈱パラジャパン 3Q116 D.Oトロ パラシオ・デ・ヴィラチカ シンコ・テ ﾃｨﾝﾀﾃﾞﾄﾛ101% 赤 フル 辛口 ● ● 10か月 14.50% 750 肉 ホテル・レストラン/小売/商社 1 ¥3,700 ●

83 スペイン ㈱パラジャパン 3Q116 D.Oバレンシア ﾎﾞﾃﾞｰｶﾞｽ･ｱﾝﾄﾆｵ･ｱﾗｰｴｽ マラ・ヴィーダ ﾓﾅｽﾄﾚﾙ30%　ﾃﾝﾌﾟﾗﾆｰﾆｮ30%　ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ30%　ｼﾗｰ10% 赤 ミディアム 辛口 ● ● ８か月 13.50% 750 肉 ホテル・レストラン/小売/商社 1 ¥1,750 ●

84 スペイン ㈱パラジャパン 3Q116 D.Oバレンシア ﾎﾞﾃﾞｰｶﾞｽ･ｱﾝﾄﾆｵ･ｱﾗｰｴｽ ﾏﾗ･ｳﾞｨｰﾀﾞ・ﾌﾞﾗﾝｺ ﾒﾙｾｹﾞﾗ40%　ﾓｽｶﾃﾙ40%　ﾍﾞﾙﾃﾞｨﾙ20% 白 ライト 辛口 ● 12.50% 750 寿司、天ぷら ホテル・レストラン/小売/商社 1 ¥1,750 ●

85 スペイン ㈱パラジャパン 3Q116 D.Oバレンシア ﾎﾞﾃﾞｰｶﾞｽ･ｱﾝﾄﾆｵ･ｱﾗｰｴｽ エドゥアルド・ティント ﾃﾝﾌﾟﾗﾆｰﾆｮ100% 赤 ミディアム 辛口 ● ● 14か月 13.00% 750 肉 ホテル・レストラン/小売/商社 1 ¥1,400 ●

86 スペイン ㈱パラジャパン 3Q116 D.Oバレンシア ﾎﾞﾃﾞｰｶﾞｽ･ｱﾝﾄﾆｵ･ｱﾗｰｴｽ エドゥアルド・ブランコ ﾓｽｶﾃﾙ80%　ﾏｶﾍﾞｵ15%　ﾒﾙｾｹﾞﾗ5% 白 ライト 辛口 ● 13.00% 750 魚 ホテル・レストラン/小売/商社 1 ¥1,400 ●

87 スペイン ㈱パラジャパン 3Q116 D.Oフミーリャ ﾎﾞﾃﾞｰｶﾞｽ･ｱﾝﾄﾆｵ･ｱﾗｰｴｽ ｳﾞｨｳﾞｨｰﾙ･ｼﾝ･ﾄﾞﾙﾐｰﾙ ﾓﾅｽﾄﾚﾙ100% 赤 ミディアム 辛口 ● ● ４か月 14.50% 750 肉 ホテル・レストラン/小売/商社 1 ¥1,900 ●

88 スペイン ㈱パラジャパン 3Q116 D.Oウティエル・レケーナ ﾎﾞﾃﾞｰｶﾞｽ･ｱﾝﾄﾆｵ･ｱﾗｰｴｽ ヴィヴィドール ﾎﾞﾊﾞﾙ85%　ｶﾞﾙﾅﾁｬ15% 赤 ミディアム 辛口 ● ● ４か月 13.50% 750 肉 ホテル・レストラン/小売/商社 1 ¥1,800 ●

89 スペイン ㈱パラジャパン 3Q116 D.Oカバ ﾎﾞﾃﾞｰｶﾞｽ･ｱﾝﾄﾆｵ･ｱﾗｰｴｽ カーバ・スートラ ﾏｶﾍﾞｵ90%　ｼｬﾙﾄﾞﾈ10% 白/泡 ライト 辛口 ● 11.50% 750 魚 ホテル・レストラン/小売/商社 1 ¥1,900 ●

90 スペイン ㈱パラジャパン 3Q116 D.Oカバ マリア・カサノヴァ ブリュット・デ・ブリュット ﾊﾟﾚﾘｬｰﾀﾞ40%　ﾁｬﾚｯﾛ30%　ﾏｶﾍﾞｵ30% 白/泡 ライト 辛口 ● ● 11.50% 750 魚 ホテル・レストラン/小売/商社 1 ¥1,900 ●

91 スペイン ㈱パラジャパン 3Q116 D.Oシガーレス ラ・レグア ｷﾝﾀ･ﾃﾞﾙﾏﾝｺ･ﾎﾍﾞﾝ ﾃﾝﾌﾟﾗﾆｰﾆｮ100% 赤 ミディアム 辛口 ● 13.50% 750 肉 ホテル・レストラン/小売/商社 1 ¥1,800 ●

92 スペイン ㈱パラジャパン 3Q116 D.Oシガーレス ラ・レグア ｷﾝﾀ･ﾃﾞﾙﾏﾝｺ･ﾛﾌﾞﾚ ﾃﾝﾌﾟﾗﾆｰﾆｮ101% 赤 ミディアム 辛口 ● ● ４か月 13.00% 750 肉 ホテル・レストラン/小売/商社 1 ¥1,900 ●

93 スペイン ㈱パラジャパン 3Q116 D.Oエルダ レイーナ・デ・カスティーリャ イサベリーノ・ルエダ ﾍﾞﾙﾃﾞﾎ95%　ﾋﾞｳﾗ5% 白 ライト 辛口 ● ● 13.00% 750 寿司、魚 ホテル・レストラン/小売/商社 1 ¥1,400 ●

94 スペイン ㈱パラジャパン 3Q116 D.Oエルダ レイーナ・デ・カスティーリャ エルブフォン・ベルデホ ﾍﾞﾙﾃﾞﾎ100% 白 ライト 辛口 ● ● 13.50% 750 魚 ホテル・レストラン/小売/商社 1 ¥1,800 ●

95 スペイン ㈱パラジャパン 3Q116 D.Oエルダ レイーナ・デ・カスティーリャ ﾚｲｰﾅ･ﾃﾞ･ｶｽﾃｨｰﾘｬ・SB ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ･ﾌﾞﾗﾝ100% 白 ライト 辛口 ● ● 13.50% 750 魚 ホテル・レストラン/小売/商社 1 ¥1,800 ●

96 スペイン ㈱パラジャパン 3Q116 D.Oエルダ レイーナ・デ・カスティーリャ RCﾍﾞﾙﾃﾞﾎ･ﾌｪﾙﾒﾝﾀｰﾄﾞ･ｴﾝ･ﾊﾞﾘｶ ﾍﾞﾙﾃﾞﾎ100% 白 ミディアム 辛口 ● ● ８か月 新樽 13.50% 750 魚 ホテル・レストラン/小売/商社 1 ¥2,800 ●

97 スペイン ㈱パラジャパン 3Q116 D.Oバレンシア コステラ・アルタ ウルスラ ﾓﾅｽﾄﾚﾙ100% 赤 ミディアム 辛口 ● ● 14.00% 750 肉 ホテル・レストラン/小売/商社 1 ¥1,580 ●

98 スペイン ㈱パラジャパン 3Q116 D.Oラマンチャ ﾎﾞﾃﾞｰｶﾞｽ･ﾋﾞﾆｬ･ﾙﾀﾞ ルダ・カスアル アイレン100% 白 ライト 辛口 ● 13.00% 750 魚 ホテル・レストラン/小売/商社 1 ¥1,400 ●

99 スペイン ㈱パラジャパン 3Q116 D.Oラマンチャ ﾎﾞﾃﾞｰｶﾞｽ･ﾋﾞﾆｬ･ﾙﾀﾞ ルダ・アーレ・ドス ﾃﾝﾌﾟﾗﾆｰﾆｮ100% 赤 ミディアム 辛口 ● ● 13.00% 750 肉 ホテル・レストラン/小売/商社 1 ¥1,700 ●

100 スペイン ㈱パラジャパン 3Q116 D.Oラマンチャ ﾎﾞﾃﾞｰｶﾞｽ･ﾋﾞﾆｬ･ﾙﾀﾞ ﾙﾀﾞ･ｴﾝｻﾝﾌﾞﾗｯﾍ ﾃﾝﾌﾟﾗﾆｰﾆｮ85%　ｼﾗｰ15% 赤 ミディアム 辛口 ● ● 13.50% 750 肉 ホテル・レストラン/小売/商社 1 ¥2,300 ●

101 スペイン ㈱パラジャパン 3Q116 D.Oラマンチャ ﾎﾞﾃﾞｰｶﾞｽ･ﾋﾞﾆｬ･ﾙﾀﾞ ﾙﾀﾞ･ｴﾝｻﾝﾌﾞﾗｯﾍ ﾃﾝﾌﾟﾗﾆｰﾆｮ85%　ｼﾗｰ15% 赤 ミディアム 辛口 ● ● 13.50% 750 肉 ホテル・レストラン/小売/商社 1 ¥2,300 ●

102 スペイン ㈱パラジャパン 3Q116 D.Oラマンチャ ﾎﾞﾃﾞｰｶﾞｽ･ﾋﾞﾆｬ･ﾙﾀﾞ ルダ・カルディナル ｼﾗｰ100% 赤 フル 辛口 ● ● 13.50% 750 肉 ホテル・レストラン/小売/商社 1 ¥2,750 ●

103 スペイン ㈱パラジャパン 3Q116 D.Oテラアルタ ヴァン・デル・トロス テ・ラ・デディコ ｶﾞﾙﾅﾁｬ・ﾌﾞﾗﾝｶ　ｼｭﾅﾝ･ﾌﾞﾗﾝ 白 ミディアム 辛口 ● 14.00% 750 魚 ホテル・レストラン/小売/商社 1 ¥2,400 ●

104 スペイン ㈱パラジャパン 3Q116 D.Oペネデス ラ・ヴィダ・アル・カンプ ペルフム ﾓｽｶﾃﾙ･ﾃﾞ･ﾌﾛﾝﾃｨﾆｮﾝ55%　ﾏｶﾍﾞｵ45% 白 ミディアム 辛口 ● 11.50% 750 魚 ホテル・レストラン/小売/商社 1 ¥2,750 ●

105 スペイン ㈱パラジャパン 3Q116 D.Oグラナダ ボデーガス・フォンテディ プラド・ネグロ ﾃﾝﾌﾟﾗﾆｰﾆｮ44%　ﾒﾙﾛｰ26%　ｶﾞﾙﾅﾁｬ15%　ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ13%　ｼﾗｰ2% 赤 フル やや辛口 ● ● 13.50% 750 肉 ホテル・レストラン/小売/商社 1 ¥3,950 ●

106 スペイン ㈱パラジャパン 3Q116 D.Oペネデス アグスティ・トレーリョ チック ﾁｬﾚｯﾛ100% 白 ライト 辛口 ● 11.50% 750 魚 ホテル・レストラン/小売/商社 1 ¥1,900 ●

107 スペイン ㈱パラジャパン 3Q116 D.OCaリオハ ボデーガス・トビーア ダイモン・ティント ｶﾞﾙﾅﾁｬ85%　ﾃﾝﾌﾟﾗﾆｰﾆｮ15% 赤 ミディアム 辛口 ● ● 14.00% 750 肉 ホテル・レストラン/小売/商社 1 ¥1,900 ●

108 スペイン ㈱パラジャパン 3Q116 D.OCaリオハ ボデーガス・トビーア ダイモン・ブランコ ﾋﾞｳﾗ30%　ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ･ﾌﾞﾗﾝ30%　ﾏﾙﾊﾞｼｱ25%　ﾃﾝﾌﾟﾗﾆｰﾆｮ・ﾌﾞﾗﾝｺ15% 白 ミディアム 辛口 ● ● 12.50% 750 魚 ホテル・レストラン/小売/商社 1 ¥1,900 ●
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109 スペイン ㈱パラジャパン 3Q116 D.OCaプリオラト マルコ・アベーリャ マス・マジョーラ ｶﾞﾙﾅﾁｬ63％　ｶﾘﾆｪｰﾅ20％　ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ11％　ｼﾗｰ6％ 赤 フル 辛口 ● ● 14.50% 750 肉 ホテル・レストラン/小売/商社 1 ¥6,200 ●

110 スペイン ㈱トレードウインド 3A112 D.O.Ca.リオハ マンサノス ワイナリー フィンカマンサノス  レセルバ ２００９ テンプラニーリョ ガルナチャ マスエロ 赤 フル ● ２４ケ月 新 13.5 750 80,000 肉 ホテル・レストラン 12 ¥3,500 ●

111 スペイン ㈱トレードウインド 3A112 D.O.Ca.リオハ マンサノス ワイナリー フィンカマンサノス  クリアンサ ２０１１ テンプラニーリョ マスエロ グラシアノ 赤 ミディアム ● １８ケ月 新 13.5 750 80,000 肉 ホテル・レストラン 12 ¥2,500 ●

112 スペイン ㈱トレードウインド 3A112 D.O.Ca.リオハ マンサノス ワイナリー ビニャベリー デ アンドリア スペシャルオケージョン ２０１３ テンプラニーリョ ビウラ ガルナチャ 赤 ライト 13.5 750 6,000 肉・魚 ホテル・商社 12 ¥1,800 ●

113 スペイン ㈱トレードウインド 3A112 ロス カバジェロス マンサノス ワイナリー ラブキャット ティント ２０１４ テンプラニーリョ 赤 ライト ● 13 750 6,000 肉・魚 商社 12 ¥1,300 ●

114 スペイン ㈱トレードウインド 3A112 ロス カバジェロス マンサノス ワイナリー ラブキャット ブランコ ２０１４ ビウラ 白 やや辛口 ● 12.5 750 6,000 魚・寿司 商社 12 ¥1,300 ● ●

115 スペイン ㈱トレードウインド 3A112 D.O. エンポルダ テラ・レモタ カミーノ ２０１３ ガルナチャ ティンタ カベルネ ソービニヨン シラー 赤 ミディアム ● ● １２ケ月 新 14 750 60,000 肉 レストラン・小売 6 ¥10,000 ● ●

116 スペイン ㈱トレードウインド 3A112 D.O. エンポルダ テラ・レモタ カミナンテ ２０１５ ガルナチャ ブランカ シャルドネ シュナン ブラン 白 やや辛口 ● ● ６～８ケ月 新 13.5 750 12,000 魚・寿司 レストラン・小売 6 ¥10,000 ●

117 スペイン ㈱トレードウインド 3A112 D.O. エンポルダ テラ・レモタ タン ナトゥラル ２０１５ テンプｒニーリョ カベルネ ソービニヨン 赤 ライト ● 13 750 4,000 肉 レストラン・小売 6 ¥7,000 ●

118 スペイン ㈱Brauhaus 3Q114 カタルーニャ Can Paixano Berenguer I Ramon Cava Brut スパークリング（白） 辛口 11.5 750 500,000 魚、前菜、 ホテル、レストラン、商社 1パレット ¥800 ●

119 スペイン ㈱Brauhaus 3Q114 カタルーニャ Can Paixano Berenguer I Ramon Cava Brut Nature スパークリング（白） 辛口 11.5 750 500,000 魚、シチュー、デザート ホテル、レストラン、商社 1パレット ¥860 ●

120 スペイン ㈱Brauhaus 3Q114 カタルーニャ Can Paixano Berenguer I Ramon Cava Brut Rose スパークリング（ロゼ） 辛口 11.5 750 500,000 パテ、チーズ、魚、肉 ホテル、レストラン、商社 1パレット ¥950 ●

121 スペイン ㈱Brauhaus 3Q114 カタルーニャ Can Paixano Mar Fontfreda Cava Brut Nature Reserva スパークリング（白） 辛口 11.5 750 500,000 パテ、チーズ、魚、肉 ホテル、レストラン、商社 1パレット ●

122 スペイン ㈱Brauhaus 3Q114 カタルーニャ Can Paixano Mar Fontfreda Cava Brut Nature Gran Reserva スパークリング（白） 辛口 11.5 750 500,000 パテ、チーズ、パエリア、ロースト肉 ホテル、レストラン、商社 1パレット ¥1,200 ●

123 スペイン ㈱Brauhaus 3Q114 カタルーニャ Can Paixano Sangria Sparkling Sangria スパークリング（赤） 甘口 7 750 1mln デザート、魚 ホテル、レストラン、商社 1パレット ¥900

124 スペイン アズマコーポレーション 3Q110 ラマンチャ ボデガス・ファミリア・コネサ ラ・ドンセラ・シャルドネ シャルドネ 白 辛口 ● 12.50% 750 ¥1,980 ● ●

125 スペイン ㈱アレグレス 3P111 バルセロナ ジンロウ バルセロナジンロウ 42.30% 700 ホテル・レストラン／小売 6 ¥7,400 ●

126 スペイン ㈱ベルーナ 3P115 DOカバ ヴァルフォルモサ ヴァルデラヴィア・カバ・ブリュット パレリャーダ40％、マカベオ30％、チャレッロ30％ スパークリング（白） 辛口 11.5 750 天ぷら ホテル・レストラン／小売／商社 12本 ¥1,280 ●

127 スペイン ㈱ノヴァ 3O110 Bierzo Casar de Burbia カサール　ゴデーリョ Godello 白 フル 辛口 ..... ..... 13.5% 750 24000本 魚 バー・レストラン 6本/ケース ●

128 スペイン ㈱ノヴァ 3O110 Bierzo Casar de Burbia テバイダ　ネメシオ Mencia 赤 フル 辛口 ● 1820 month 新 14.0% 750 1200本 肉 バー・レストラン 6本/ケース

129 スペイン ㈱ノヴァ 3O110 Bierzo Casar de Burbia エル　カスタニャル Mencia 赤 フル 辛口 ● 14 month up 新 14.5% 750 500本 肉 バー・レストラン 3本／ケース

130 スペイン ㈱ノヴァ 3O110 Rias Baixas Adegas Valtea(Vilarvin) ヴァルテア Albariño 白 フル 辛口 ..... ..... 13.0% 750 400,000本 魚、フレッシュチーズ バー・レストラン 12本/ケース

131 スペイン ㈱ノヴァ 3O110 Rias Baixas Pazo Pondal パソ　ポンダル　アルバリーニョ Albariño 白 フル 辛口 ● 13.0% 750 30000本 魚介、牛肉、チーズ バー・レストラン 12本/ケース

132 スペイン ㈱ノヴァ 3O110 Rias Baixas Pazo Pondal パソ　ポンダル　ゴデーリョ Godello 白 フル 辛口 .... ..... 13.5% 750 魚 バー・レストラン 6本/ケース

133 スペイン ㈱ノヴァ 3O110 Navarra Nekeas エル　チャパラル Garnacha 赤 フル 辛口 ● 56 month 新 15.0% 750 45000本 肉 バー・レストラン 6本/ケース

134 スペイン ㈱ノヴァ 3O110 Navarra Nekeas ネケアス　キュヴェ　アリエル Chardpnnay 白 フル 辛口 ● 56 month 新 13.0% 750 15000本 魚、フォアグラ、トリュフ、きのこ料理、 バー・レストラン 6本/ケース

135 スペイン ㈱ノヴァ 3O110 Navarra Nekeas イザール　デ　ネケアス Cabernet sauvignon, Merlot, Tempranillo 赤 フル 辛口 ● 18 month 旧 14.5% 750 5000本 肉、ローストビーフ、バーベキュー、煮込み、食後酒 バー・レストラン 6本/ケース

136 スペイン ㈱ノヴァ 3O110 Navarra Bodegas Viña Magaña マガーニャ　メルロー Merlot 赤 フル 辛口 ● 20 month 新旧合わせ 14.5% 750 肉、煮込み バー・レストラン 6本/ケース

137 スペイン ㈱ノヴァ 3O110 Navarra Bodegas Viña Magaña トルカス Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, Malbec、Garnacha 赤 フル 辛口 ● 20 month 新旧合わせ 14.5% 750 肉 バー・レストラン 1本から

138 スペイン ㈱ノヴァ 3O110 Navarra Ｂｏｄｅｇａｓ　Ｍａｃａｙａ コンダド　デ　アルマラ　クリアンサ Templanillo, Cabernet Sauvignon 赤 フル 辛口 ● 12 month 新 13.5% 750 肉、サラミ、ハードチーズ バー・レストラン 12本/ケース

139 スペイン ㈱ノヴァ 3O110 Montsant Baronia del Montsant エングローラ Garnacha, Cari, Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah 赤 フル 辛口 ● 10 month 新旧合わせ 14.0% 750 47,654本 肉 バー・レストラン 6本/ケース

140 スペイン ㈱ノヴァ 3O110 Ribera del Duero Bodegas Montevannos モンテヴァンノス　クリアンサ Templanillo, Merlot 赤 フル 辛口 ● 1220 month 新旧合わせ 15.0% 750 肉 バー・レストラン 6本/ケース

141 スペイン ㈱ノヴァ 3O110 Burgos Ermita del Conde エルミタ　デル　コンデ　アルビーリョ　センテナリオ Albillo 白 フル 辛口 ● 12month fudre大樽 13.0% 750 10000本 肉 バー・レストラン 6本/ケース

142 スペイン ㈱ノヴァ 3O110 Toro Estancia Piedra ピエドラ　ナトゥラル Tinta de Torro 赤 フル 辛口 ● 6month 新 15.0% 750 6000本 肉、ソフトチーズ バー・レストラン 6本/ケース

143 スペイン ㈱ノヴァ 3O110 Rueda Bodegas Hnos.Del Villar オロ　デ　カスティーリャ　フィンカ　ロス　オルノス Verdejo 白 フル 辛口 ● 8 month fudre大樽 14.0% 750 脂こい魚、豚肉、、パスタ、チーズ バー・レストラン 12本/ケース

144 スペイン ㈱ノヴァ 3O110 Castillala Mancha Bodegas La Hoz レカト Ｓａｕｖｉｇｎｏｎ　ｂｌａｎｃ 白 ミディアム 辛口 ● 2 month 旧 13.0% 750 魚 バー・レストラン 6本/ケース

145 スペイン ㈱ノヴァ 3O110 Castillala Mancha Bodegas La Hoz アバ　デ　ソト Templanillo 赤 フル 辛口 ● 12 month 新旧合わせ 14.0% 750 肉 バー・レストラン 6本/ケース

146 スペイン ㈱高野総本店 3P110 ラ・マンチャ地方 Vinos COLOMAN ベサナ レアル・マカベオ マカベオ主体 白 ライト 辛口 ● ● 11.5% 750 30,000 若鶏の香草焼き、白身魚の寿司 全ての業種 地域によって異なります ¥900 ●

147 スペイン ㈱高野総本店 3P110 ラ・マンチャ地方 Vinos COLOMAN ベサナ レアル・テンプラニーリョ テンプラニーリョ 赤 フル 辛口 ● ● ● 4ヶ月 旧樽 12.0% 750 80,000 チーズ、サラミ、生ハム 全ての業種 地域によって異なります ¥950

148 スペイン ㈱高野総本店 3P110 ラ・マンチャ地方 Vinos COLOMAN ベサナ レアル・クリアンサ テンプラニーリョ 赤 フル 辛口 ● ● 10ヶ月 新樽 13.5% 750 15,000 ミートローフ、仔羊のロースト 全ての業種 地域によって異なります ¥2,400 ●

149 スペイン ㈱高野総本店 3P110 ラ・マンチャ地方 Vinos COLOMAN ビノスコロマン 50周年記念ワイン テンプラニーリョ、グラシアーノ 赤 フル 辛口 ● ● 10ヶ月 新樽 13.5% 750 5,000 煮込みハンバーグ、Tボーンステーキ 全ての業種 地域によって異なります ¥5,000

150 スペイン GRN㈱ 3A115 カスティーリャ・ラ・マンチャ州 ボデガス・エロセギ オーガニック・ホワイト・サングリア アイレン100% 白 やや甘口 ● ● 7% 750 前菜全般、デザート類 全業態対象 関東12本単位（混載可） ¥960 ●

151 スペイン GRN㈱ 3A115 カスティーリャ・ラ・マンチャ州 / ラ・マンチャ地方 ボデガス・エロセギ オーガニック・レッド・サングリア テンプラニーリョ100% 赤 やや甘口 ● ● 7% 750 前菜全般、デザート類 全業態対象 関東12本単位（混載可） ¥960 ●

152 チェコ アズマコーポレーション 3Q110 モラヴィア メチル・ウへレク リズリング・ヴラシュスキー ヴェルシュリースリング 白 やや辛口 ● ● 13% 750 ¥2,780 ●

153 チュニジア チュニジア共和国大使館 3H121 Grombalia Domaine Neferis CUVEE MAGNIFIQUE Syrah 赤 ● 13% 750 牛肉/羊/スパイスフード/成熟ハードチーズ/パスタ ホテル/レストラン/小売/商社

154 チュニジア チュニジア共和国大使館 3H121 Grombalia Domaine Neferis BLANC MAGNIFIQUE Muscat Chardonnay 白 ● 13.50% 750 魚／鶏肉/寿司/パスタ/オリーブ ホテル/レストラン/小売/商社

155 チリ ㈱オーバーシーズ 3Ｏ112 アコンカグア・ヴァレー ヴィーニャ・サン・エステバン ファミリー・レセルヴ ピノ・ノワール ピノ・ノワール100％ 赤 ミディアム スクリュー ● 8ヶ月 15.00% 750 ¥1,500 ●

156 チリ ㈱オーバーシーズ 3Ｏ112 アコンカグア・ヴァレー ヴィーニャ・サン・エステバン イン・サイチュ シグネイチャーワインズ ピノ・ノワール ピノ・ノワール100％ 赤 ミディアム ● 12ヶ月 13.50% 750 ¥2,000 ●

157 チリ ㈱オーバーシーズ 3Ｏ112 セントラルヴァレー ボデガス・イ・ヴィネドス・デ・アギーレ ルナ・ジェナ　ピノ・ノワール ピノ・ノワール100％ 赤 ミディアム 13% 750 ¥900 ●

158 チリ ㈱ベルーナ 3P115 マテティック・ヴィンヤーズ カミネーロ・ブリュット・スパークリング ソーヴィニヨン・ブラン１００％ スパークリング（白） 辛口 12 750 クラッカー（クリームチーズ＆イチジクのジャムをのせて） ホテル・レストラン／小売／商社 12本

159 チリ ㈱朝日 3P114 カチャポアル・バレー ヴィスタマール セピア　レゼルバ カベルネ・ソーヴィニヨン 赤 ミディアム ● 10～12ヵ月 旧樽 13.5 750 3万本 肉料理全般・ジビエなど レストラン・居酒屋/ホテル/問屋/小売/その他 １２本（１ケース） ¥1,280 ●

160 チリ ㈱朝日 3P114 カチャポアル・バレー ヴィスタマール セピア　レゼルバ カルメネール 赤 ミディアム ● 10～12ヵ月 旧樽 13.5 750 3万本 赤身肉のトマト煮込み・ローストビーフなど レストラン・居酒屋/ホテル/問屋/小売/その他 １２本（１ケース） ¥1,280 ●

161 チリ ㈱朝日 3P114 マウレ・バレー ヴィスタマール セピア　レゼルバ マルベック 赤 ミディアム ● 10～12ヵ月 旧樽 13.5 750 3万本 グリル料理・熟成チーズ・パスタなど レストラン・居酒屋/ホテル/問屋/小売/その他 １２本（１ケース） ¥1,280 ●

162 チリ ㈱朝日 3P114 カサブランカ・バレー ヴィスタマール セピア　レゼルバ シャルドネ 白 辛口 ● ● ８か月 新樽14％旧樽86％ 13 750 3万本 魚介類全般・シチュー・チキンなど レストラン・居酒屋/ホテル/問屋/小売/その他 １２本（１ケース） ¥1,280 ●

163 チリ ㈱朝日 3P114 カサブランカ・バレー ヴィスタマール セピア　レゼルバ ソーヴィニヨン・ブラン 白 辛口 ● 12.5 750 3万本 お刺身、シェーブルチーズ、魚料理 レストラン・居酒屋/ホテル/問屋/小売/その他 １２本（１ケース） ¥1,280 ●

164 チリ ㈱朝日 3P114 マイポ・バレー ヴィスタマール グラン・レゼルバ カベルネ・ソーヴィニヨン/シラー 赤 フルボディ ● 16ヵ月 新樽30％旧樽70％ 14 750 2万本 肉料理全般・熟成チーズ・ハムやサラミなど レストラン・居酒屋/ホテル/問屋/小売/その他 6本（１ケース） ¥2,980 ●

165 チリ ㈱朝日 3P114 セントラル・バレー ヴィスタマール ブリーサ カベルネ・ソーヴィニヨン 赤 ミディアム ● 13 750 10万本 肉料理全般・ローストビーフ　など レストラン・居酒屋/ホテル/問屋/小売/その他 １２本（１ケース） ¥598 ●

166 チリ ㈱朝日 3P114 セントラル・バレー ヴィスタマール ブリーサ シャルドネ 白 辛口 ● 13 750 10万本 チキン・グラタン・白身魚のクリーム煮 レストラン・居酒屋/ホテル/問屋/小売/その他 １２本（１ケース） ¥598 ●

167 チリ ㈱朝日 3P114 セントラル・バレー ヴィスタマール ブリーサ ソーヴィニヨンブラン 白 辛口 ● 13 750 10万本 マグの刺身 レストラン・居酒屋/ホテル/問屋/小売/その他 １２本（１ケース） ¥598 ●

168 チリ ㈱朝日 3P114 セントラル・バレー ヴィスタマール ブリーサ モスカート 白 甘口 ● 12 750 10万本 生牡蠣、和食全般 レストラン・居酒屋/ホテル/問屋/小売/その他 １２本（１ケース） ¥598 ●

169 チリ ㈱朝日 3P114 セントラル・バレー ヴィスタマール ブリーサ カベルネ・ソーヴィニヨン 赤 ミディアム ● 13 375 3万本 肉料理全般・ローストビーフ　など レストラン・居酒屋/ホテル/問屋/小売/その他 24本（１ケース） ¥398 ●

170 チリ ㈱朝日 3P114 セントラル・バレー ヴィスタマール ブリーサ シャルドネ 白 辛口 ● 13 375 3万本 チキン・グラタン・白身魚のクリーム煮 レストラン・居酒屋/ホテル/問屋/小売/その他 24本（１ケース） ¥398 ●

171 チリ ㈱朝日 3P114 セントラル・バレー ヴィスタマール ブリーサ カベルネ・ソーヴィニヨン 赤 ミディアム ● 13 187 3万本 肉料理全般・ローストビーフ　など レストラン・居酒屋/ホテル/問屋/小売/その他 24本（１ケース） ¥298

172 チリ ㈱朝日 3P114 セントラル・バレー ヴィスタマール ブリーサ シャルドネ 白 辛口 ● 13 187 3万本 チキン・グラタン・白身魚のクリーム煮 レストラン・居酒屋/ホテル/問屋/小売/その他 24本（１ケース） ¥298

173 チリ ㈱朝日 3P114 セントラル・バレー ヴィスタマール シンプリシティ カベルネ・ソーヴィニヨン 赤 ミディアム ● 13 750 3万本 ハンバーグ・ヒレカツ・鶏のトマト煮 レストラン・居酒屋/ホテル/問屋/小売/その他 １２本（１ケース） ¥598 ●

174 チリ ㈱朝日 3P114 セントラル・バレー ヴィスタマール シンプリシティ シャルドネ 白 辛口 ● 12.5 750 3万本 白身魚のフライ・魚介類全般・エビのグラタン レストラン・居酒屋/ホテル/問屋/小売/その他 １２本（１ケース） ¥598 ●

175 チリ ㈱朝日 3P114 ヴィーニャ・カサール・デ・ゴルチ プルン　ブリュット ソーヴィニヨンブラン、シャルドネ他 スパークリング・白 辛口 11.5 750 5万本 魚介類全般・鶏肉料理・チーズ レストラン・居酒屋/ホテル/問屋/小売/その他 6本（１ケース） ¥900 ●

176 チリ ㈱朝日 3P114 ヴィーニャ・カサール・デ・ゴルチ カサル　ロワイヤル ミュスカ/ソーヴィニヨン・ブラン スパークリング・ロゼ 甘口 7.5 750 5万本 デザート・チーズ・フルーツ レストラン・居酒屋/ホテル/問屋/小売/その他 6本（１ケース） ¥900 ●

177 ドイツ ワインマッハ＆キンダーシュロス 3F115b Pfalz / Palatinate Die Weinmacher Niederkirchen ZEN  GARDEN Riesling Riesling white medium medium dry ● 11,5 % alc 750 Enjoy with your favorite food: This goes with everything! ¥2,100 ● ● ●

178 ドイツ ワインマッハ＆キンダーシュロス 3F115b Pfalz / Palatinate Die Weinmacher Niederkirchen Blue Fish Riesling dry Riesling white medium dry ● 750 ¥2,100

179 ドイツ ワインマッハ＆キンダーシュロス 3F115b Pfalz / Palatinate Die Weinmacher Niederkirchen Blue Fish sweet Riesling Riesling white medium sweet ● 750 ¥2,100

180 ドイツ ワインマッハ＆キンダーシュロス 3F115b Pfalz / Palatinate Die Weinmacher Niederkirchen Blue Fish Pinot Grigio Weissburgunder white medium dry ● 750 ¥2,100

181 ドイツ ワインマッハ＆キンダーシュロス 3F115b Pfalz / Palatinate Deutsches Weintor  Exclusiv Dornfelder halbtrocken Dornfelder red medium dry 750 ¥2,100

182 ドイツ ワインマッハ＆キンダーシュロス 3F115b Pfalz / Palatinate Deutsches Weintor  Symphonie Sauvignon Blanc Sauvignon Blanc white medium dry 750 ¥3,500

183 ドイツ ワインマッハ＆キンダーシュロス 3F115b Pfalz / Palatinate Deutsches Weintor  Symphonie Grauburgunder Pinot Gris white medium dry 750 ¥3,500

184 ドイツ マルカイコーポレーション㈱ 3F115 バーデン ヴァイングート・ハイトリンガー ハイトリンガー・ブランド・ノワール・ゼクト ブリュット ピノ・ムニエ スパークリング（白） 辛口 ● 12.50% 750 寿司 小売 12本 ¥4,200 ●

185 ドイツ マルカイコーポレーション㈱ 3F115 バーデン ヴァイングート・ハイトリンガー ハイトリンガー・ホワイト リヴァーナ、ピノブラン他 白 辛口 ● ● 11.50% 750 寿司 ホテル・レストラン 12本 ¥1,950 ●

186 ドイツ マルカイコーポレーション㈱ 3F115 バーデン ヴァイングート・ハイトリンガー ハイトリンガー・レッド ドルンフェルダー、ピノ・ノワール他 赤 ミディアム ● ● ● 12.00% 750 肉 ホテル・レストラン 12本 ¥1,950 ●

187 ドイツ マルカイコーポレーション㈱ 3F115 バーデン ヴァイングート・ハイトリンガー ハイトリンガー・ピノ・ブラン ピノ・ブラン 白 辛口 ● ● 13.00% 750 魚 小売 12本 ¥2,700 ●

188 ドイツ マルカイコーポレーション㈱ 3F115 バーデン ヴァイングート・ハイトリンガー ハイトリンガー・ピノ・グリ ピノ・グリ 白 辛口 ● ● 12.50% 750 魚 小売 12本 ¥2,300 ●

189 ドイツ マルカイコーポレーション㈱ 3F115 バーデン ヴァイングート・ハイトリンガー ハイトリンガー・リースリング リースリング 白 辛口 ● ● 11.50% 750 魚 小売 12本 ¥2,700 ●

190 ドイツ マルカイコーポレーション㈱ 3F115 バーデン ヴァイングート・ハイトリンガー ハイトリンガー・ピノ・ノワール ピノ・ノワール 赤 ミディアム ● ● ● 10ヶ月 13.00% 750 肉 ホテル・レストラン 12本 ¥2,800 ●

191 ドイツ マルカイコーポレーション㈱ 3F115 バーデン ヴァイングート・ハイトリンガー GG カペッレ・ピノ・ブラン ピノ・ブラン 白 辛口 ● ● ● 8ヶ月 新樽30% 13.50% 750 魚 小売 12本 ¥3,950 ●

192 ドイツ マルカイコーポレーション㈱ 3F115 バーデン ヴァイングート・ハイトリンガー GG シュピーゲルベルグ ピノ・グリ ピノ・グリ 白 辛口 ● ● ● 8ヶ月 新樽30%～50% 14.00% 750 魚 小売 12本 ¥4,000 ●

193 ドイツ マルカイコーポレーション㈱ 3F115 バーデン ヴァイングート・ハイトリンガー GG クーニクスベッヒャー ピノ・ノワール ピノ・ノワール 赤 フル ● ● ● 10ヶ月 13.50% 750 肉 小売 12本 ¥4,200 ●

194 ドイツ ㈱オーバーシーズ 3Ｏ112 ナーエ ジョセフ・ドラーテン ピノ・ノワール　ナーエ ピノ・ノワール100％ 赤 ミディアム 12.50% 750 ¥1,200 ●

195 ドイツ 銀座ワイナックス 3F115e モーゼル ライヒスグラーフ・フォン・ケッセルシュタット ヨゼフスヘーファー リースリング 白 ミディアム 甘口 8 750 ワイン単体で 小売及びホテル・レストラン 要相談 ¥10,000 当社店舗のみ

196 ドイツ 銀座ワイナックス 3F115e モーゼル ライヒスグラーフ・フォン・ケッセルシュタット シャルツホーフベルガー　シュペートレーゼ リースリング 白 ミディアム 甘口 8 750 ワイン単体で 小売及びホテル・レストラン 要相談 ¥6,000 当社店舗のみ

197 ドイツ 銀座ワイナックス 3F115e プファルツ プフェッフィンゲン ウンクシュタイン　ゲヴュルツトラミナー ゲヴュルツトラミナー 白 ミディアム 辛口 ● 13 750 サラダ／魚／寿司など 小売及びホテル・レストラン 要相談 ¥4,300 当社店舗のみ

198 ドイツ 銀座ワイナックス 3F115e プファルツ プフェッフィンゲン シュペートブルグンダー　トロッケン シュペートブルグンダー 赤 ミディアム 辛口 旧 13 750 牛など肉料理 小売及びホテル・レストラン 要相談 ¥4,000 当社店舗のみ

199 ドイツ 銀座ワイナックス 3F115e ラインガウ カニッツ伯爵家 ラインガウ　リースリング　ハルプトロッケン リースリング 白 ライト 中辛口 ● ● 11.5 750 天ぷらなど日本料理／魚 小売及びホテル・レストラン 要相談 ¥2,700 ●

200 ドイツ 銀座ワイナックス 3F115e ラインガウ カニッツ伯爵家 ロルヒャー　プファッフェンヴィース　リースリング　シーファー リースリング 白 ミディアム 辛口 ● ● 12.5 750 天ぷらなど日本料理／魚 小売及びホテル・レストラン 要相談 ¥5,000 ●

201 ドイツ 銀座ワイナックス 3F115e バーデン シュターツヴァイングート・フライブルク ブランケンホルンスベルガー　ムスカテラー　トロッケン ムスカテラー 白 ミディアム 辛口 ● 13 750 サラダ／魚／寿司など 小売及びホテル・レストラン 要相談 ¥4,000 当社店舗のみ

202 ドイツ 銀座ワイナックス 3F115e バーデン シュターツヴァイングート・フライブルク フライブルガー　イェズイーテンシュロス　シュペートブルグンダー シュペートブルグンダー 赤 ミディアム 辛口 ● 旧 14 750 牛など肉料理 小売及びホテル・レストラン 要相談 ¥7,000 当社店舗のみ

203 ドイツ 銀座ワイナックス 3F115e フランケン ヘルムート・クリスト ノルトハイマー　フェーゲライン　シャルドネ シャルドネ 白 ミディアム 辛口 ● 旧 13 750 魚介／和洋全般 小売及びホテル・レストラン 要相談 ¥6,000 当社店舗のみ

204 ドイツ 銀座ワイナックス 3F115e フランケン ヘルムート・クリスト ヘルムート・クリスト　シュペートブルグンダー シュペートブルグンダー 赤 ミディアム 辛口 ● 旧 13 750 牛など肉料理 小売及びホテル・レストラン 要相談 ¥4,000 ●

205 ドイツ 薬糧開発㈱ 3Q117 　ナーエ地方 ツォルベリッヒ MüllerThurgau ミュラー・トゥルガウ 白 ライト 甘口 ● ● 9.5 750 10,000 香りの良いアジアン料理 レストラン 360

206 ドイツ 薬糧開発㈱ 3Q117 　ナーエ地方 ツォルベリッヒ SOMMERFRISCH ピノティン 60％ モナーク　40％ ロゼ ミディアム 辛口 ● ● 11.5 750 10,000 オレンジと鶏肉を合わせたサラダ レストラン 360

207 ドイツ 薬糧開発㈱ 3Q117 　ナーエ地方 ツォルベリッヒ Zwölbericco リヴァーナー　70％ バッフス　30％ スパークリング ライト 辛口 ● ● 12 750 20,000 サーモンとハーブ野菜が入ったクレープ レストラン 360

208 ドイツ 薬糧開発㈱ 3Q117 　ナーエ地方 ツォルベリッヒ Auxerrois　2016 オーセロワ 白 ミディアム 辛口 ● ● 13.5 750 10,000 タルト・フランベ レストラン 360

209 ドイツ 薬糧開発㈱ 3Q117 　ナーエ地方 ツォルベリッヒ Alfred リースリング 白 ミディアム 辛口 ● ● 12.5 750 10,000 鶏の胸肉のフィレとクルトンが入ったグリーンサラダ レストラン 360 ● ●

210 ドイツ 薬糧開発㈱ 3Q117 　ナーエ地方 ツォルベリッヒ Riesling 2011 リースリング 白 フル 甘口 ● ● 11 750 4,000 クリームチーズ、熟した核果 レストラン 360

211 ドイツ 薬糧開発㈱ 3Q117 　ナーエ地方 ツォルベリッヒ Dunkelfelder und  Spätburgunder ドゥンケルフェルダー シュペートブルグンダー 赤 ミディアム 辛口 ● ● ● ８ヶ月 12.5 750 20,000 ローストレバーとポテトダンプリング レストラン 360

212 ドイツ 薬糧開発㈱ 3Q117 　ナーエ地方 ツォルベリッヒ Fleur d'Elise グラウブルグンダー(ピノ・グリ)　60％ ヴァイスブルグンダー(ピノ・ブラン)　30％ オーセロワ　10％ 白 ミディアム 辛口 ● ● 12.5 750 20,000 野菜いっぱいのリゾット レストラン 360

213 ドイツ 薬糧開発㈱ 3Q117 　ナーエ地方 ツォルベリッヒ Riesling 2016 リースリング 白 ミディアム 辛口 ● ● 13 750 10,000 スズキのディルソース新じゃが添え レストラン 360

214 ドイツ ㈱フィラディス 3F115 モーゼル マーカス・モリトール ピノ・ブラン　ハウス・クロスターベルク ピノ・ブラン 白 ミディアム 辛口 ● ● 12.5 750 ジャンル問わず、素材の旨味を活かした料理 ホテル・レストラン／小売 1 ¥2,600 ●

215 ドイツ ㈱フィラディス 3F115 モーゼル ヘイマン・レーヴェンシュタイン シーファーテラッセン リースリング 白 ミディアム 辛口 ● 13.5 750 ジャンル問わず、素材の旨味を活かした料理 ホテル・レストラン／小売 1 ¥4,100 ● ●

216 ドイツ ㈱フィラディス 3F115 ラインヘッセン ヴァグナー・シュテンペル シルヴァーナー　トロッケン　グーツヴァイン シルヴァーナー 白 ミディアム 辛口 ● ● ● 12 750 ジャンル問わず、素材の旨味を活かした料理 ホテル・レストラン／小売 1 ¥2,550 ●

217 ドイツ ㈱フィラディス 3F115 ラインヘッセン ヴァグナー・シュテンペル リースリング　トロッケン　グーツヴァイン リースリング 白 ミディアム 辛口 ● ● ● 12 750 ジャンル問わず、素材の旨味を活かした料理 ホテル・レストラン／小売 1 ¥2,650 ●

218 ドイツ ㈱フィラディス 3F115 ラインヘッセン ヴァグナー・シュテンペル ヴァイスブルグンダー　トロッケン　グーツヴァイン ヴァイスブルグンダー（ピノ・ブラン） 白 ミディアム 辛口 ● ● ● 12.5 750 ジャンル問わず、素材の旨味を活かした料理 ホテル・レストラン／小売 1 ¥2,650 ●

219 ドイツ ㈱フィラディス 3F115 ラインヘッセン ヴァグナー・シュテンペル ジーファースハイム　リースリング　ポルフィル リースリング 白 ミディアム 辛口 ● ● ● 12.5 750 ジャンル問わず、素材の旨味を活かした料理 ホテル・レストラン／小売 1 ¥3,800 ● ●

220 ドイツ ㈱フィラディス 3F115 ラインヘッセン ヴァグナー・シュテンペル ジーファースハイム　ヴァイスブルグンダー ヴァイスブルグンダー（ピノ・ブラン） 白 ミディアム 辛口 ● ● ● 8カ月 13 750 ジャンル問わず、素材の旨味を活かした料理 ホテル・レストラン／小売 1 ¥3,800 ●
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221 ドイツ ㈱フィラディス 3F115 バーデン フランツ・ケラー グラウブルグンダー　オーバーベルゲナー・バスガイゲ　エアステ・ラーゲ グラウブルグンダー（ピノ・グリ） 白 ミディアム 辛口 ● ● ● 12カ月 13 750 ジャンル問わず、素材の旨味を活かした料理 ホテル・レストラン／小売 1 ¥3,050 ●

222 ドイツ ㈱フィラディス 3F115 バーデン フランツ・ケラー シュペートブルグンダー　フォン・レス シュペートブルグンダー（ピノ・ノワール） 赤 ミディアム 辛口 ● ● 8カ月 13 750 ジャンル問わず、素材の旨味を活かした料理 ホテル・レストラン／小売 1 ¥3,000 ● ●

223 ドイツ ㈱アレグレス 3P111 ベルリン アワウォッカ アワウオッカ 37.50% 350 ホテル・レストラン／小売 12 ●

224 ドイツ ㈱ドイツ商事 3F115 ヘッシッシェ・ベルクシュトラーセ クロスター・エバーバッハ リースリング 白 ライト 辛口 ● 750 ホテル・レストラン 混載可　要相談 ¥2,500 ●

225 ドイツ ㈱ドイツ商事 3F115 ミッテルライン ヴァイングート　トニー・ヨースト ヴァイスブルグンダー 白 ライト 辛口 ● 750 ホテル・レストラン 混載可　要相談 ¥2,800 ●

226 ドイツ ㈱ドイツ商事 3F115 ヘッシッシェ・ベルクシュトラーセ ヴァイングート　フライベルガー グラウブルグンダー 白 ライト 辛口 750 ホテル・レストラン 混載可　要相談 ¥2,800 ●

227 ドイツ ㈱ドイツ商事 3F115 モーゼル ヴァイングート　アオラー リヴァーナー　ケルナー 白 ライト 辛口 750 ホテル・レストラン 混載可　要相談 ¥1,700 ●

228 ドイツ ㈱ドイツ商事 3F115 フランケン ヴァイングート　ヨハン・ルック ジルヴァーナー 白 ライト 辛口 ● 750 ホテル・レストラン 混載可　要相談 ¥3,000 ●

229 ドイツ ㈱ドイツ商事 3F115 ヴュルテンベルク ヴァイングート　ザンクト・アナガルテン レンベルガー 赤 ミディアム 辛口 750 ホテル・レストラン 混載可　要相談 ¥2,800 ●

230 ドイツ ㈱ドイツ商事 3F115 ラインヘッセン ヴァイングート　シャーレス シュペートブルグンダー 赤 ミディアム 辛口 750 ホテル・レストラン 混載可　要相談 ¥2,300 ●

231 ドイツ ㈱ドイツ商事 3F115 バーデン ヴァイングート　ベルヒャー シュペートブルグンダー 赤 ミディアム 辛口 750 ホテル・レストラン 混載可　要相談 ¥3,500 ●

232 ドイツ ㈱ドイツ商事 3F115 ファルツ フィアヤーレスツァイテン ブラウアーポルトギーザー 赤 ミディアム 辛口 ● 750 ホテル・レストラン 混載可　要相談 ¥1,800 ●

233 ドイツ ㈱ドイツ商事 3F115 ファルツ ヴァイングート　テオ・ミンゲス サンローラン 赤 ミディアム 辛口 750 ホテル・レストラン 混載可　要相談 ¥3,800 ●

234 ドイツ ワインハウスゲアハルト㈱ 3D110 ラインヘッセン ヤコブ・ゲアハルト 神様の滴 リヴァーナー 白 ライト 甘口 ● 8.5 750 ¥2,500

235 ドイツ ワインハウスゲアハルト㈱ 3D110 ラインヘッセン ヤコブ・ゲアハルト 神様の滴 ブラウアーポルトギーザー 赤 ライト 甘口 ● 10 750 ¥2,750

236 ドイツ ワインパラディース鈴木金七商店㈱ 3F115i フランケン ヴァイガント ミュラー・トゥルガウ デア・リッター ミュラー・トゥルガウ 白 辛口 ● 11.5 1,000 ¥2,800 ●

237 ドイツ ワインパラディース鈴木金七商店㈱ 3F115i フランケン ヒラブラント ミュラー・トゥルガウ ミュラー・トゥルガウ 白 辛口 ● 11.5 750 ¥2,800 ●

238 ドイツ ワインパラディース鈴木金七商店㈱ 3F115i ファルツ プリューガー ウンクシュタイナー　リースリング リースリング 白 辛口 ● ● 12.5 750 ¥3,300 ●

239 ドイツ ワインパラディース鈴木金七商店㈱ 3F115i フランケン クレマー ジルヴァーナー ジルヴァーナー 白 辛口 ● ● 11.5 750 ¥3,400 ●

240 ドイツ ワインパラディース鈴木金七商店㈱ 3F115i フランケン パウル・ヴェルトナー ジルヴァーナー　ギプスコイパー ジルヴァーナー 白 辛口 ● 12 750 ¥3,300 ●

241 ドイツ ワインパラディース鈴木金七商店㈱ 3F115i バーデン ホルガー・コッホ カイザーシュトゥール　ヴァイスブルグンダー ヴァイスブルグンダー 白 辛口 ● ● 12.5 750 ¥3,300 ●

242 ドイツ ワインパラディース鈴木金七商店㈱ 3F115i ラインヘッセン ペーター・シュミット シュペートブルグンダー シュペートブルグンダー 赤 辛口 ● 12.5 750 ¥3,000 ●

243 ドイツ ワインパラディース鈴木金七商店㈱ 3F115i ファルツ キルヒナー アインス　ウント　アインス シュペートブルグンダー ＆　ザンクト・ラウレント 赤 辛口 ● ● 13 750 ¥3,000 ●

244 ドイツ ワインパラディース鈴木金七商店㈱ 3F115i バーデン ホルガー・コッホ カイザーシュトゥール　シュペートブルグンダー シュペートブルグンダー 赤 辛口 ● 13 750 ¥3,300 ●

245 ドイツ ワインパラディース鈴木金七商店㈱ 3F115i バーデン ホルガー・コッホ ピノ・ノワール　ヘレンシュトゥック ピノ・ノワール 赤 辛口 ● 12.5 750 ¥4,000 ●

246 ドイツ ㈱ニックファンズ 3F115h ラインヘッセン ワイングートシュトルブ ヒデワイン639 リースリング 白 ライト 中辛口 ● 12 750 5,000 天ぷら　煮物 すべて 2ケース ¥4,800 ● ● ●

247 ドイツ ㈱八田 3F115f ラインガウ クロスター・エーバーバッハ醸造所 クロスター・エーバーバッハ・リースリング・ゼクト・ブリュット リースリング スパークリング（白） ミディアム 辛口 12.5 750 非公開 魚介の前菜、テリーヌ、パテ、季節の野菜を添えた魚料理 ホテル・レストラン／小売／商社 1本 ¥3,100 ●

248 ドイツ ㈱八田 3F115f ファルツ リートブルク醸造所 クリエーション・リースリング・QbA・トロッケン リースリング 白 ライト 辛口 ● 12 750 非公開 フレッシュサラダ、前菜、白身の肉、魚、海鮮料理、白アスパラガスの料理 ホテル・レストラン／小売／商社 1本 ¥1,400 ●

249 ドイツ ㈱八田 3F115f ラインガウ ゲー・ハー・フォン・マム フィフティ・ディグリー・リースリング・トロッケン リースリング 白 ミディアム 辛口 ● 12 750 非公開 フレッシュサラダ、魚料理や鶏肉のお料理 ホテル・レストラン／小売／商社 1本 ¥1,900 ● ● ●

250 ドイツ ㈱八田 3F115f ラインヘッセン キューリング・ジロー クヴィンテッラ・リースリング・トロッケン リースリング 白 ミディアム 辛口 ● ● 12 750 非公開 フレッシュサラダ、魚料理や鶏肉のお料理 ホテル・レストラン／小売／商社 1本 ¥3,000 ●

251 ドイツ ㈱八田 3F115f ファルツ クリストマン リースリング・QbA・トロッケン リースリング 白 ミディアム 辛口 ● ● 11.9 750 非公開 フレッシュサラダ、魚料理や鶏肉のお料理 ホテル・レストラン／小売／商社 1本 ¥3,600 ●

252 ドイツ ㈱八田 3F115f フランケン ユリウスシュピタール ユリウススピタール・ジルヴァーナー・QbA・トロッケン ジルヴァーナー 白 ミディアム 辛口 ● 12 750 非公開 魚介類、野菜料理、アスパラガス ホテル・レストラン／小売／商社 1本 ¥2,600 ●

253 ドイツ ㈱八田 3F115f ファルツ リートブルク醸造所 クリエーション・シュペートブルグンダー・QbA・トロッケン シュペートブルグンダー 赤 ライト 辛口 ● 13.5 750 非公開 ピザ、パスタ、鹿肉の料理、青カビチーズ ホテル・レストラン／小売／商社 1本 ¥1,400 ●

254 ドイツ ㈱八田 3F115f ラインガウ ゲー・ハー・フォン・マム シュペートブルグンダー・QbA・トロッケン シュペートブルグンダー 赤 ミディアム 辛口 ● 13 750 非公開 煮込み料理や猟鳥の料理、ソフトハードチーズ ホテル・レストラン／小売／商社 1本 ¥2,600 ● ●

255 ドイツ ㈱八田 3F115f ファルツ クリストマン シュペートブルグンダー・QbA・トロッケン シュペートブルグンダー 赤 ミディアム 辛口 ● ● 15ヶ月 旧 13 750 非公開 煮込み料理や猟鳥の料理、ソフトハードチーズ ホテル・レストラン／小売／商社 1本 ¥4,000 ●

256 ドイツ ㈱八田 3F115f フランケン ユリウスシュピタール ビュルクシュタッター・シュペートブルグンダー・トロッケン シュペートブルグンダー 赤 ミディアム 辛口 ● 13 750 非公開 燻製肉やイノシシ肉、カモの胸肉やベーコン料理 ホテル・レストラン／小売／商社 1本 ¥3,400 ●

257 ドイツ 伏見ワインビジネスコンサルティング 3F115d ナーエ デンホーフ グーツ　リースリング　クオリテーツーヴァイン　トロッケン リースリング 白 ミディアム 辛口 ● ● 　 旧 11.5 750 少量 魚／寿司 ホテル・レストラン／小売／商社 混載可12本以上（12本単位） ¥3,200 ●

258 ドイツ 伏見ワインビジネスコンサルティング 3F115d ラインヘッセン ケラー "フォン　デア　フェルス"リースリング　クオリテーツーヴァイン　トロッケン リースリング 白 フル 辛口 ● 　 旧 12.5 750 少量 肉／魚／寿司 ホテル・レストラン／小売／商社 混載可12本以上（12本単位） ¥6,000 ●

259 ドイツ 伏見ワインビジネスコンサルティング 3F115d ファルツ ダイデスハイム・ヴィンツァーフェアアイン ファルツ　シャルドネ　クオリテーツーヴァイン　トロッケン シャルドネ 白 ミディアム 辛口 ● ● 　 　 13 750 魚／寿司 ホテル・レストラン／小売／商社 混載可12本以上（12本単位） ¥2,400 ●

260 ドイツ 伏見ワインビジネスコンサルティング 3F115d モーゼル ヨゼフ・ロイシャー ピースポーター・ドムヘア・シュペートレーゼ・トロッケン リースリング 白 ミディアム 辛口 ● ● 　 　 11.5 750 少量 魚／寿司 ホテル・レストラン／小売／商社 混載可12本以上（12本単位） ¥2,700 ●

261 ドイツ 伏見ワインビジネスコンサルティング 3F115d ファルツ モーゼルラント マックスマン　ピノノアール　クオリテーツーヴァイン　トロッケン ピノ・ノアール 赤 ミディアム 辛口 ● ● 　 　 13.5 750 肉／魚／寿司 ホテル・レストラン／小売／商社 混載可12本以上（12本単位） ¥1,800 ●

262 ドイツ 伏見ワインビジネスコンサルティング 3F115d ファルツ ダルティング デュルクハイマー　ノーネンガルテン　シュペートブルグンダー　クオリテーツーヴァイン　トロッケン シュペートブルグンダー 赤 ミディアム 辛口 ● 　 旧 14 750 少量 肉／魚／寿司 ホテル・レストラン／小売／商社 混載可12本以上（12本単位） ¥3,000 ●

263 ドイツ 伏見ワインビジネスコンサルティング 3F115d ファルツ ダイデスハイム・ヴィンツァーフェアアイン ファルツ　カベルネ・ソーヴィニヨン　クオリテーツーヴァイン　トロッケン　＜木樽＞ カベルネ・ソーヴィニヨン 赤 ミディアム 辛口 ● 　 旧 13 750 少量 肉 ホテル・レストラン／小売／商社 混載可12本以上（12本単位） ¥2,700 ●

264 ドイツ 伏見ワインビジネスコンサルティング 3F115d ファルツ ダルティング ヴァッヘンハイマー　マンデルガルテン　カベルネ・キュビン　クオリテーツーヴァイン　トロッケン　木樽 カベルネ・キュビン 赤 フル 辛口 ● 　 新 14.5 750 少量 肉 ホテル・レストラン／小売／商社 混載可12本以上（12本単位） ¥3,700 ● ●

265 ドイツ 伏見ワインビジネスコンサルティング 3F115d モーゼル ビッショッフ醸造所トリア シャルツホーフベルガー　リースリング　カビネット リースリング 白 フル 甘口 ● 　 旧 8 750 少量 中華（甘酸っぱい料理） ホテル・レストラン／小売／商社 混載可12本以上（12本単位） ¥3,400 ●

266 ドイツ 伏見ワインビジネスコンサルティング 3F115d モーゼル ザール　モーゼル　ゼクト　醸造所 ディヒター　トラウム　リースリング　ヤーレガングゼクト.bA　ブリュット リースリング 白 フル 辛口 ● 　 　 12 750 魚／寿司 ホテル・レストラン／小売／商社 混載可12本以上（12本単位） ¥3,600 ● ●

267 ドイツ 伏見ワインビジネスコンサルティング 3F115d ラインヘッセン オイゲンヴェアハイム ナッケンハイマー　エンゲルスベルグ　ジルヴァーナ　カビネット　トロッケン ジルヴァーナ 白 ミディアム 辛口 ● ● 　 　 12 750 少量 白アスパラガス ホテル・レストラン／小売／商社 混載可12本以上（12本単位） ¥3,600 ● ●

268 ニュージーランド カミマル㈱ 3C125 マールボロ Allan Scott Family Wine Makers The Estate Range Sauvignon Blanc 白 辛口 ● ● 750 シーフード 飲食店・小売・卸 12本より送料料 ¥1,869 ●

269 ニュージーランド カミマル㈱ 3C125 マールボロ Allan Scott Family Wine Makers The Estate Range Pinot Gris 白 辛口 ● ● 750 サラダ 飲食店・小売・卸 12本より送料料 ¥1,951 ●

270 ニュージーランド カミマル㈱ 3C125 マールボロ Allan Scott Family Wine Makers The Estate Range Riesling 白 辛口 ● ● 750 タイ料理 飲食店・小売・卸 12本より送料料 ¥1,951 ● ●

271 ニュージーランド カミマル㈱ 3C125 マールボロ Allan Scott Family Wine Makers The Estate Range Pinot Noir 赤 ミディアム 辛口 ● ● 750 肉料理 飲食店・小売・卸 12本より送料料 ¥3,107 ●

272 ニュージーランド カミマル㈱ 3C125 セントラルオタゴ Peregrine Wine Peregrine Pinot Noir 赤 ミディアム 辛口 ● ● 750 肉料理 飲食店・小売・卸 12本より送料料 ¥4,717 ●

273 ニュージーランド カミマル㈱ 3C125 セントラルオタゴ Peregrine Wine Peregrine Sauvignon Blanc 白 辛口 ● ● 750 サラダ 飲食店・小売・卸 12本より送料料 ¥2,911 ●

274 ニュージーランド カミマル㈱ 3C125 カピティ・コースト Ohau Wines Woven Stone Pinot Noir 赤 ミディアム 辛口 ● 750 肉 飲食店・小売・卸 12本より送料料 ¥2,521 ●

275 ニュージーランド カミマル㈱ 3C125 カピティ・コースト Ohau Wines Woven Stone Sauvignon Blanc 白 辛口 ● 750 シーフード 飲食店・小売・卸 12本より送料料 ¥1,951 ●

276 ニュージーランド カミマル㈱ 3C125 マールボロ 　Allan Scott Family　Wine Makers Cecilia Vintage Chardonnay    白スパークリング 辛口 ● 750 飲食店・小売・卸 12本より送料料 ¥2,940 ●

277 ニュージーランド GRN㈱ 3A115 サウス・アイランド / マールボロ 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  ソーヴィニョン・ブラン 白 辛口 ● 12.50% 750 魚介類料理全般 全業態対象 関東12本単位（混載可） ¥1,900 ●

278 ニュージーランド GRN㈱ 3A115 サウス・アイランド / マールボロ シャーウッド・エステート ストラタム ピノ・ノワール ピノ・ノワール100% 赤 ミディアムボディ ● ● 4か月 13% 750 サーモン、焼き鳥 全業態対象 関東12本単位（混載可） ¥2,300 ●

279 ニュージーランド GRN㈱ 3A115 ノース・アイランド / ワイララパ アーラー アーラー ソーヴィニョン・ブラン ソーヴィニョン・ブラン100% 白 辛口 ● ● ● 13% 750 魚介類料理全般 全業態対象 関東12本単位（混載可） ¥2,800 ●

280 ニュージーランド GRN㈱ 3A115 ノース・アイランド / ワイララパ アーラー アーラー ピノ・ノワール ピノ・ノワール100% 赤 ミディアムボディ ● ● ● 10か月 13% 750 ラム肉、鹿や鴨などのジビエ 全業態対象 関東12本単位（混載可） ¥3,600 ●

281 ニュージーランド GRN㈱ 3A115 サウス・アイランド / セントラル・オタゴ プロフェッツ・ロック プロフェッツ・ロック ピノ・グリ ピノ・グリ100% 白 辛口 ● 13% 750 舌平目のカルパッチョ、シーフードサラダ 全業態対象 関東12本単位（混載可） ¥4,200 ●

282 ニュージーランド GRN㈱ 3A115 サウス・アイランド / セントラル・オタゴ プロフェッツ・ロック プロフェッツ・ロック ホーム・ヴィンヤード ピノ・ノワール ピノ・ノワール100% 赤 ミディアムボディ ● 17か月 新樽35% 14% 750 ラム肉のステーキ、フォアグラのソテ 全業態対象 関東12本単位（混載可） ¥5,900 ●

283 パナマ共和国 ㈱ コートーコーポレーション 3Q112 　PACIFIC PLATE SPIRITS セルバレイ・ホワイト サトウキビ ホワイトラム ● 5年 新樽 40.0% 750 ホテル／レストラン／その他 ケース (6本) 単位 オープン ●

284 パナマ共和国 ㈱ コートーコーポレーション 3Q112 　PACIFIC PLATE SPIRITS セルバレイ・カカオ サトウキビ カカオラム 甘口 ● 5年 新樽 35.0% 750 ホテル／レストラン／その他 ケース (6本) 単位 オープン ●

285 ハンガリー アズマコーポレーション 3Q110 ショプロン ヴィンツェレール フィジィ・ミスュカ ブラウフレンキッシュ ロゼ・スパークリング 辛口 ● ● 12.50% 750 ¥1,980 ●

286 ブラジル ㈱DRINK OF BRASIL 3C124 リオグランデ・ド・スル州 サルトン フラワーズ　ブランコ マルヴァーシア、マスカット 白 ライト やや甘口 　 ● 11.50% 750 サラダ、シーフード、魚料理、タイ料理、ローストチキン ホテル・レストラン・小売 ６本混載 ¥1,600 ●

287 ブラジル ㈱DRINK OF BRASIL 3C124 リオグランデ・ド・スル州 サルトン フラワーズ　カベルネ カベルネソーヴィニヨン、メルロ 赤 ライト やや甘口 13% 750 フレッシュチーズ、パテ、チキン、ビーフ、パスタ ホテル・レストラン・小売 ６本混載 ¥1,600 ●

288 ブラジル ㈱DRINK OF BRASIL 3C124 リオグランデ・ド・スル州 サルトン クラシック　メルロ メルロ 赤 ミディアム 辛口 ● ３ヶ月 12.50% 750 赤身肉、ゲームヘン、濃厚チーズ、ボロネーゼパスタ ホテル・レストラン・小売 ６本混載 ¥3,000 ●

289 ブラジル ㈱DRINK OF BRASIL 3C124 リオグランデ・ド・スル州 サルトン クラシック　カベルネソーヴィニヨン カベルネソーヴィニヨン、メルロ 赤 ミディアム 辛口 ● ３ヶ月 12.50% 750 熟成チーズ、クリームパスタ、グリルした赤身の肉 ホテル・レストラン・小売 ６本混載 ¥3,000 ●

290 ブラジル ㈱DRINK OF BRASIL 3C124 リオグランデ・ド・スル州 サルトン クラシック　タナ タナ 赤 ミディアム 辛口 ● ３ヶ月 13% 750 赤身肉、ゲームヘン、ポーク、ダック、パスタ、濃厚チーズ ホテル・レストラン・小売 ６本混載 ¥3,000 ●

291 ブラジル ㈱DRINK OF BRASIL 3C124 リオグランデ・ド・スル州 サルトン クラシック　シャルドネ シャルドネ 白 ミディアム 辛口 ● ３ヶ月 13% 750 白身（魚、チキン）、シーフード、軽めのソースのパスタ、マイルドチーズ ホテル・レストラン・小売 ６本混載 ¥3,000 ●

292 ブラジル ㈱DRINK OF BRASIL 3C124 リオグランデ・ド・スル州 サルトン インテンソ　カベルネ　フラン カベルネフラン 赤 ミディアム 辛口 12.50% 750 スパイシーな肉料理、トマトソースパスタ、ピーマン肉詰め ホテル・レストラン・小売 ６本混載 ¥4,000 ●

293 ブラジル ㈱DRINK OF BRASIL 3C124 リオグランデ・ド・スル州 サルトン インテンソ　マルスラン マルスラン 赤 ミディアム 辛口 13% 750 赤身肉、ゲームヘン、ポーク、濃厚チーズ、重めのパスタ、ピッツァ ホテル・レストラン・小売 ６本混載 ¥4,000 ●

294 ブラジル ㈱DRINK OF BRASIL 3C124 リオグランデ・ド・スル州 サルトン インテンソ　テロルデゴ テロルデゴ 赤 ミディアム 辛口 13% 750 赤身肉、ゲームヘン、濃厚チーズ、重めのパスタ ホテル・レストラン・小売 ６本混載 ¥4,000 ●

295 ブラジル ㈱DRINK OF BRASIL 3C124 リオグランデ・ド・スル州 サルトン インテンソ　ソーヴィニヨンブラン・ヴィオニエ ソーヴィニヨンブラン、ヴィオニエ 白 ミディアム 辛口 12% 750 モッツァレラなどのマイルドチーズ、白身肉の料理、シーフード、 ピッツァ ホテル・レストラン・小売 ６本混載 ¥4,000 ●

296 ブラジル ㈱DRINK OF BRASIL 3C124 リオグランデ・ド・スル州 サルトン インテンソ　タナ タナ 赤 ミディアム 辛口 13% 750 サラダ、シーフード、魚料理、タイ料理、ローストチキン ホテル・レストラン・小売 ６本混載 ¥4,000 ● ● ●

297 ブラジル ㈱DRINK OF BRASIL 3C124 リオグランデ・ド・スル州 サルトン インテンソ　マスカット マスカット スパークリング（白） 甘口 7.50% 750  ケーキ、チョコファッジ、クリーミーなデザート ホテル・レストラン・小売 ６本混載 ¥3,500 ●

298 ブラジル ㈱DRINK OF BRASIL 3C124 リオグランデ・ド・スル州 サルトン インテンソ　スパークリングブリュット シャルドネ、リースリングイタリコ スパークリング（白） 辛口 11.50% 750 ホテル・レストラン・小売 ６本混載 ¥3,500 ● ●

299 ブラジル ㈱DRINK OF BRASIL 3C124 リオグランデ・ド・スル州 サルトン ポエティカ ピノノアール、シャルドネ スパークリング（ロゼ） 辛口 12% 750 オリーブオイルでグリルした魚（特にサーモン）、シーフードリゾット、エビを使った料理 ホテル・レストラン・小売 ６本混載 ¥5,000 ●

300 ブラジル ㈱DRINK OF BRASIL 3C124 リオグランデ・ド・スル州 サルトン タレント カベルネソーヴィニヨン、メルロ、タナ 赤 フル 辛口 ● １年 13% 750 赤身肉、ゲーム、濃厚チーズ、レッドソースのパスタ ホテル・レストラン・小売 ６本混載 ¥10,000 ●

301 フランス ㈱スマイル 3P112 シャンパーニュ G.H.マルテル&CO. シャンパーニュ　Ｊ．コンテ　ペール＆フィス　ブリュット ピノ・ノワール50 %　ピノ・ムニエ35 %　シャルドネ15 %　 スパークリング（白） ミディアム～フルボディ 辛口 12% 750 寿司 ホテル・レストラン／小売 バラ混載5ケースより ※詳細は別途お問い合わせ下さい。 ¥3,500 ●

302 フランス ㈱スマイル 3P112 ラングドック・ルーション ジャン＝クロード・マス　エステーツ&ブランズ ヴィニウス　オーガニック　シャルドネ シャルドネ 白 ミディアム～フルボディ  辛口 ● ● 2ヶ月 13.50% 750 ロールキャベツ、帆立貝のソテー ホテル・レストラン／小売 バラ混載5ケースより ※詳細は別途お問い合わせ下さい。 ¥1,350 ● ●

303 フランス ㈱スマイル 3P112 ラングドック・ルーション ジャン＝クロード・マス　エステーツ&ブランズ ヴィニウス　リザーヴ　ヴィオニエ ヴィオニエ 白 ミディアム 辛口 ● ● 3ヶ月 13.50% 750 地鶏むね肉のロースト ホテル・レストラン／小売 バラ混載5ケースより ※詳細は別途お問い合わせ下さい。 ¥1,450 ●

304 フランス ㈱スマイル 3P112 ラングドック・ルーション ジャン＝クロード・マス　エステーツ&ブランズ ヴィニウス　オーガニック　カベルネ・ソーヴィニヨン / メルロー カべルネ・ソーヴィニヨン50 %　メルロー50 %　 赤  フルボディ  辛口 ● ● 6ヶ月 新 13.50% 750 ビーフシチュー ホテル・レストラン／小売 バラ混載5ケースより ※詳細は別途お問い合わせ下さい。 ¥1,350 ●

305 フランス ㈱スマイル 3P112 ラングドック・ルーション ジャン＝クロード・マス　エステーツ&ブランズ ヴィニウス オーガニック ピノ・ノワール ピノ・ノワール 赤 ミディアムボディ 辛口 ● ● 3ヶ月 13% 750 仔羊のロースト ホテル・レストラン／小売 バラ混載5ケースより ※詳細は別途お問い合わせ下さい。 ¥1,350 ●

306 フランス ㈱スマイル 3P112 ラングドック・ルーション ジャン＝クロード・マス　エステーツ&ブランズ ヴィニウス　リザーヴ　カベルネ・ソーヴィニヨン カべルネ・ソーヴィニヨン 赤 フルボディ 辛口 ● 6ヶ月 一部新 14% 750 サーロインステーキ ホテル・レストラン／小売 バラ混載5ケースより ※詳細は別途お問い合わせ下さい。 ¥1,450 ● ●

307 フランス ㈱スマイル 3P112 ラングドック・ルーション ジャン＝クロード・マス　エステーツ&ブランズ ヴィニウス　リザーヴ　フリザンテ　ピクプール　シャルドネ ピクプール55 %　シャルドネ45 % スパークリング（白） ミディアムボディ 辛口 12.50% 750 生牡蠣、刺身 ホテル・レストラン／小売 バラ混載5ケースより ※詳細は別途お問い合わせ下さい。 ¥1,450 ●

308 フランス ㈱スマイル 3P112 ラングドック・ルーション ジャン＝クロード・マス　エステーツ&ブランズ フェランディエール　マルサンヌ　(クラシック) マルサンヌ 白  ミディアムボディ  辛口 ● 13.50% 750 シーフードのマリネ ホテル・レストラン／小売 バラ混載5ケースより ※詳細は別途お問い合わせ下さい。 ¥1,250 ●

309 フランス ㈱スマイル 3P112 ラングドック・ルーション ジャン＝クロード・マス　エステーツ&ブランズ ドメーヌ・フェランディエール　リースリング リースリング 白 ミディアムボディ 辛口 12.50% 750 生牡蠣 ホテル・レストラン／小売 バラ混載5ケースより ※詳細は別途お問い合わせ下さい。 ¥1,500 ●

310 フランス ㈱スマイル 3P112 ラングドック・ルーション ジャン＝クロード・マス　エステーツ&ブランズ フェランディエール　リザーヴ　ピノ・ノワール ピノ・ノワール 赤 ミディアム～フルボディ 辛口 ● 6ヶ月 13.50% 750 仔羊のロースト ホテル・レストラン／小売 バラ混載5ケースより ※詳細は別途お問い合わせ下さい。 ¥1,500 ●

311 フランス ㈱オーバーシーズ 3Ｏ112 ラングドック=ルーション エスカル ピノ・ノワール ピノ・ノワール100％ 赤 ミディアム ● 6ヶ月 13.00% 750 ¥1,200 ●

312 フランス ㈱オーバーシーズ 3Ｏ112 ブルゴーニュ ロミュアルド・ヴァロ サントネイ1996 ピノ・ノワール100％ 赤 フル ● ● 12ヶ月 13.00% 750 ¥6,000 ●

313 フランス ㈱オーバーシーズ 3Ｏ112 ブルゴーニュ ロミュアルド・ヴァロ コート・ド・ニュイ ヴィラージュ1997 ピノ・ノワール100％ 赤 フル ● ● 12ヶ月 13.0% 750 ¥6,000 ●

314 フランス ＴＫフィールド㈱ 3Ｎ114 ロワール Domaine les Grandes Vignes Bulle Nature シャルドネ、シュナン、グロログリ 白泡 ライト 辛口 ● 11 750 前菜、サラダ、魚介 レストラン 12本 ¥3,300 ● ●

315 フランス ＴＫフィールド㈱ 3Ｎ114 ローヌ AchardVincent Clairette de Die Tradition ミュスカド・プティグラン、クレレット・ブランシュ 白泡 ライト 半甘口 ● 7 750 デザート 個人、カフェ、ホテル 12本 ¥3,300 ●

316 フランス ＴＫフィールド㈱ 3Ｎ114 シャンパーニュ Champagne JEEPER Fransoi Dubois Cuvee Naturelle ピノノワール、シャルドネ 白泡 ライト 辛口 ● 12 750 前菜、魚介 ホテル、百貨店 12本 ¥6,500 ●

317 フランス ＴＫフィールド㈱ 3Ｎ114 ラングドック Maison Albert MA Signature Chardonnay シャルドネ 白 ミディアム 辛口 ● ● 13 750 サラダ、魚介、鳥 小売、量販 12本 ¥1,500 ●

318 フランス ＴＫフィールド㈱ 3Ｎ114 アルザス Cave de Turckheim Veilleur de Nuit Riesling リースリング 白 ライト 辛口 ● 13 750 前菜、サラダ、魚介 小売、量販 12本 ¥2,200 ●

319 フランス ＴＫフィールド㈱ 3Ｎ114 アルザス Cave de Turckheim Veilleur de Nuit Gewurztraminer ゲヴュルツトラミネール 白 ライト 辛口 ● 13 750 エスニック、中華 小売、量販 12本 ¥2,400 ●

320 フランス ＴＫフィールド㈱ 3Ｎ114 ロワール Domaine de la Bourgeonnette Cuvee M ミュスカデ 白 ライト 辛口 ● 12 750 鮨、刺身、鍋、魚介 レストラン 12本 ¥2,300 ●

321 フランス ＴＫフィールド㈱ 3Ｎ114 ロワール Chateau Gaillard Sauvignon Blanc ソヴィニョン 白 ライト 辛口 ● 12.5 750 前菜、サラダ、魚介、鮨 レストラン 12本 ¥2,600 ●

322 フランス ＴＫフィールド㈱ 3Ｎ114 ロワール Domaine les Grandes Vignes La Varenne du Poirier シュナン 白 ミディアム 辛口 ● ● 12ヵ月 旧 13 750 レストラン 12本 ¥3,300 ● ●

323 フランス ＴＫフィールド㈱ 3Ｎ114 プロヴァンス Chateau Gasqui Cuvee Silice Blanc セミヨン、ヴェルメンティーノ、クレレット 白 ミディアム 辛口 ● 13.5 750 レストラン 12本 ¥2,500 ●

324 フランス ＴＫフィールド㈱ 3Ｎ114 プロヴァンス Chateau Gasqui Cuvee Silice Rose グルナッシュ、シラー、サンソー、ヴェルメンティーノ ロゼ ミディアム 辛口 ● 13 750 生ハム、パテ レストラン 12本 ¥2,500 ●

325 フランス ＴＫフィールド㈱ 3Ｎ114 ラングドック Maison Albert MA Signature Pinot Noir ピノノワール 赤 ライト 辛口 ● ● 13.5 750 ハム、チーズ、鶏、豚 小売、量販 12本 ¥1,500 ●

326 フランス ＴＫフィールド㈱ 3Ｎ114 ラングドック Maison Albert MA Signature Carignan カリニャン 赤 ミディアム 辛口 ● ● 13.5 750 豚、牛 小売、量販 12本 ¥1,500 ●

327 フランス ＴＫフィールド㈱ 3Ｎ114 ラングドック Maison Albert MA Signature Syrah シラー 赤 ミディアム 辛口 ● ● 14 750 牛 小売、量販 12本 ¥1,500 ●

328 フランス ＴＫフィールド㈱ 3Ｎ114 ボルドー Vignoble Boissonneau Valon des Brumes Rouge メルロー、カベルネフラン、カベルネソヴィニョン 赤 ライト 辛口 ● 13.5 750 きのこ、豚、牛 小売、量販,レストラン、ホテル 12本 ¥1,900 ●

329 フランス ＴＫフィールド㈱ 3Ｎ114 アルザス Schmitt&Carrer Pinot Noir Les Sens ピノノワール 赤 ライト 辛口 ● 12 750 きのこ、鶏、豚、ハム、チーズ レストラン 12本 ¥2,800 ●

330 フランス ＴＫフィールド㈱ 3Ｎ114 ボジョレ Vignoble Buillat Morgon ガメイ 赤 ライト 辛口 ● ● 3か月 旧 12.5 750 きのこ、鶏、豚、ハム、チーズ レストラン 12本 ¥3,600 ●

331 フランス ＴＫフィールド㈱ 3Ｎ114 ロワール Domaine les Grandes Vignes L'Ancrie カベルネフラン 赤 ミディアム 辛口 ● ● 12ヵ月 旧 13.5 750 牛、羊、鴨 レストラン 12本 ¥3,300 ●

332 フランス ＴＫフィールド㈱ 3Ｎ114 ローヌ Domaine de la Ville Rouge Terre d'Eclat シラー 赤 フル 辛口 ● ● 12ヵ月 旧 13 750 牛、羊 レストラン 12本 ¥3,520 ●
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333 フランス ＴＫフィールド㈱ 3Ｎ114 ラングドック Domaine Marie Les Callades Rousses Rouge グルナッシュ、シラー、カリニャン 赤 ミディアム 辛口 ● ● 10か月 旧 14 750 牛 レストラン 12本 ¥2,500 ●

334 フランス ＴＫフィールド㈱ 3Ｎ114 プロヴァンス Chateau Gasqui Gasqui Rouge グルナッシュ、シラー 赤 フル 辛口 ● ● 36か月 旧 14.5 750 牛、羊 レストラン 12本 ¥3,200 ●

335 フランス ＴＫフィールド㈱ 3Ｎ114 プロヴァンス Chateau Guilhem Tournier La Malissonne ムールヴェードル、グルナッシュ 赤 ミディアム 辛口 ● ● 18か月 旧 14 750 牛 レストラン 12本 ¥4,800 ●

336 フランス ＴＫフィールド㈱ 3Ｎ114 ラングドック Domaine Marie Les Rieux シラー 赤 フル 辛口 ● ● 16か月 新旧 14 750 牛、羊 レストラン 12本 ¥5,300 ●

337 フランス ＴＫフィールド㈱ 3Ｎ114 ボルドー Chateau CroqueMichotte SaintEmilion Grand Cru メルロー、カベルネフラン、カベルネソヴィニョン 赤 フル 辛口 ● ● 旧 14 750 牛 レストラン、ホテル 12本 ¥6,500 ●

338 フランス KAZUSA㈱ 3C126 シャンパーニュ地方 ROBERT DESBROSSE MILLESIME 　2010年 シャルドネ４０％　ピノ・ムニエ３０％　ピノ・ノアール３０％　 泡　白 フル 辛口 ● 旧 12% 750 肉/　魚/　寿司 レストラン 6 ¥7,000 ● ●

339 フランス アズマコーポレーション 3Q110 ラングドック ドメーヌ・バサック トランキルブラン ソーヴィニョンブラン　他 白 辛口 12.50% 750 ¥1,680 ●

340 フランス アズマコーポレーション 3Q110 ラングドック ドメーヌバサック トランキルロゼ サンソー・シラー　他 ロゼ 辛口 12.50% 750 ¥1,680 ●

341 フランス アズマコーポレーション 3Q110 ルーション ドメーヌ・ラファージュ カディレッタ シャルドネ 白 辛口 ● ６ヶ月 古樽 13% 750 ¥1,650 ● ●

342 フランス アズマコーポレーション 3Q110 ラングドック ドメーヌバサック トランキル・ルージュ シラー・メルロー・グルナッシュ 赤 ミディアム 13% 750 ¥1,680 ●

343 フランス アズマコーポレーション 3Q110 ルーション ドメーヌ・ラファージュ オーセンティック カリニャン・シラー・グルナッシュ 赤 フル ● ６ヶ月 古樽 14.50% 750 ¥1,650 ● ●

344 フランス ㈱アレグレス 3P111 ノルマンディー ラシャス　 ラシャス　ポワレフレッシュ 洋梨 スパークリング白 ライト やや甘口 2.00% 330ml/750ml ホテル・レストラン／小売 330ml・24入/750ml・12入 ¥600・¥1200 ●

345 フランス ㈱アレグレス 3P111 ノルマンディー ラシャス　 ラシャス　フレンチグリーンアップル 青林檎 スパークリング白 ライト やや甘口 4.00% 330ml/750ml ホテル・レストラン／小売 330ml・24入/750ml・12入 ¥580・¥1500 ●

346 フランス ㈱アレグレス 3P111 ノルマンディー ラシャス　 ラシャス　カルヴァドスシードル 林檎 スパークリング白 ミディアム やや甘口 7.50% 330ml/750ml ホテル・レストラン／小売 330ml・24入/750ml・12入 ¥600・¥1200 ●

347 フランス ㈱アレグレス 3P111 ノルマンディー ラシャス　 ラシャス　ペシェフレッシュ 洋梨・桃 スパークリングロゼ ライト やや甘口 2.00% 330ml/750ml ホテル・レストラン／小売 330ml・24入/750ml・12入 ¥700・¥1387 ●

348 フランス ㈱アレグレス 3P111 ノルマンディー ラシャス　 ラシャス　シードルナチュラル 林檎 スパークリング白 ライト やや甘口 3.00% 750 ホテル・レストラン／小売 12 ¥925 ●

349 フランス ㈱アレグレス 3P111 ノルマンディー ラシャス　 ラシャス　プランタンドノルマンディ 林檎 スパークリング白 ライト やや甘口 2.00% 750 ホテル・レストラン／小売 12 ¥980 ●

350 フランス ㈱アレグレス 3P111 ノルマンディー ラシャス　 ラシャス　ポワレプレステージ 洋梨 スパークリング白 ミディアム やや甘口 4.00% 750 ホテル・レストラン／小売 12 ¥2,400 ● ●

351 フランス ㈱アレグレス 3P111 ノルマンディー ラシャス　 ラシャス　ポワレドライ 洋梨 スパークリング白 ミディアム 辛口 5.00% 750 ホテル・レストラン／小売 12 ¥1,500 ●

352 フランス ㈱アレグレス 3P111 ノルマンディー ラシャス　 ラシャス　シードルドライ 林檎 スパークリング白 ライト 辛口 4.50% 330 ホテル・レストラン／小売 24 ¥580 ●

353 フランス ㈱アレグレス 3P111 ノルマンディー ラシャス　 ラシャス　シードルＢｉｏ 林檎 スパークリング白 ライト やや甘口 ● 3.50% 330 ホテル・レストラン／小売 24 ¥600 ●

354 フランス ㈱アレグレス 3P111 ノルマンディー ラシャス　 ラシャス　ジュドポワレペティアン 洋梨 ノンアルコールスパークリング白 ライト やや甘口 0.00% 750 ホテル・レストラン／小売 12 ¥1,150 ● ●

355 フランス ㈱アレグレス 3P111 ノルマンディー ルポルミエ ポミヨン 林檎・バニラ ノンアルコールスパークリング白 ライト やや甘口 0.00% 185ml/750ml ホテル・レストラン／小売 185ml・24入/750ml・12入 ¥420・¥1320 ●

356 フランス ㈱アレグレス 3P111 ノルマンディー ルポルミエ ペピネル 林檎・エルダーフラワー・ハイビスカス ノンアルコールスパークリングロゼ ライト やや甘口 0.00% 185ml/750ml ホテル・レストラン／小売 185ml・24入/750ml・12入 ¥440・¥1360 ●

357 フランス ㈱アレグレス 3P111 ラルチザンデュテ ホワイトティースパークリング 白茶・シーバックソーン・青林檎 ノンアルコールスパークリング白 ライト やや甘口 0.00% 185ml/750ml ホテル・レストラン／小売 185ml・24入/750ml・12入 ¥540・¥1833 ●

358 フランス ㈱アレグレス 3P111 ラルチザンデュテ ホワイトティースパークリングロゼ 白茶・白ブドウ・ハイビスカス・ラズベリー ノンアルコールスパークリングロゼ ライト やや甘口 0.00% 185ml/750ml ホテル・レストラン／小売 185ml・24入/750ml・12入 ¥540・¥1833 ●

359 フランス ㈱アレグレス 3P111 コニャック ドクール フレンチウィスキーバスティーユ モルト・グレーン ● 5年以上 旧 40.00% 750 ホテル・レストラン／小売 6 ¥6,000 ●

360 フランス ㈱ コートーコーポレーション 3Q112 　　コニャック地方 　　メゾン・ヴィユベール ジーヴァイン・フロレゾン ユニ・ブラン ジン 40.0% 700 ホテル／レストラン／その他 ケース (6本) 単位 ¥6,200 ●

361 フランス ㈱ コートーコーポレーション 3Q112 　　VEDRENNE ル・ビルル 濃縮リンゴ果汁 リキュール 甘口 18.0% 700 ホテル／レストラン／その他 ケース (6本) 単位 ¥2,400 ●

362 フランス ㈱ コートーコーポレーション 3Q112 　　シャンパーニュ地方 　　VEUVE CAPET ヴーヴ・カぺ 　　シャルドネ ウォッカ 38.0% 700 ホテル／レストラン／その他 ケース (6本) 単位 ¥7,800 ●

363 フランス ㈱ベルーナ 3P115 ＡＣボルドー ローラン・ド・ビィ レディー・ジー・バイ・グレイサック メルロー60％カベルネ・ソーヴィニヨン40％ 赤 フル 辛口 ● ６か月 旧 14 750 10万本 ローストチキン オレンジのソース ホテル・レストラン／小売／商社 12本 ¥1,980 ● ●

364 フランス ㈱ベルーナ 3P115 IGPコート・カタラン ドメーヌ・ラファージュ ドメーヌ・ラファージュ・サン・ジャン・ド・タニエール グルナッシュ７０％、シラー３０％ 赤 フル 辛口 15 750 牛タンシチュー ホテル・レストラン／小売／商社 12本 ¥1,980 ●

365 フランス ㈱ベルーナ 3P115 VDF ドメーヌ・ラファージュ ドメーヌ・ラファージュ・ミラフロール グルナッシュ・ブラン、グルナッシュ・グリ、ヴェルメンティーノ、マスカット・アレキサンドリア、ルーサンヌ、ヴィオニエ、ソーヴィニヨン・ブラン 白 辛口 11 750 牛タンシチュー ホテル・レストラン／小売／商社 12本 ¥1,780 ●

366 フランス ㈱ベルーナ 3P115 IGPコンテトロサン ヴィノバリー タラニ・マルベック マルベック100％ 赤 フル 辛口 ● 13 750 ２００万本 うなぎの蒲焼 ホテル・レストラン／小売／商社 12本 ¥1,480 ●

367 フランス ㈱ベルーナ 3P115 IGPコンテトロサン ヴィノバリー タラニ・カベルネ・ソーヴィニヨン カベルネ・ソーヴィニヨン100％ 赤 フル 辛口 ● 12 750 焼き鳥 ホテル・レストラン／小売／商社 12本 ¥1,480 ● ●

368 フランス ㈱ベルーナ 3P115 IGPコンテトロサン ヴィノバリー タラニ・ソーヴィニヨン・ブラン ソーヴィニヨン・ブラン100％ 白 辛口 ● 12 750 手まり寿司 ホテル・レストラン／小売／商社 12本 ¥1,480 ●

369 フランス ㈱ベルーナ 3P115 IGPコンテトロサン ヴィノバリー タラニ・ガメイ・ロゼ ガメイ100％ ロゼ 辛口 12 750 ガスパチョそうめん ホテル・レストラン／小売／商社 12本 ¥1,480

370 フランス ㈱ベルーナ 3P115 ボルドー・シュペリュール ドメーヌ・ド・リル・マルゴー ドメーヌ・ド・リル・マルゴー メルロー45％、カベルネ・ソーヴィニヨン20％、プティ・ヴェルド15％、カベルネ・フラン10％、マルベック10％ 赤 フル 辛口 ● １２か月 旧 13.5 750 30万本 照焼き風ローストチキン ホテル・レストラン／小売／商社 12本 ¥2,580 ●

371 フランス ㈱ベルーナ 3P115 IGPコート・カタラン ドメーヌ・ラファージュ ドメーヌ・ラファージュ・カイヨル・ヴィエイユ・ヴィーニュ カリニャン１００％ 赤 フル 辛口 ● １４か月 15 750 ハッシュドビーフ ホテル・レストラン 12本 ¥2,480 ●

372 フランス ㈱ベルーナ 3P115 IGPコート・カタラン ドメーヌ・ラファージュ ドメーヌ・ラファージュ・ラ・ナラッサ グルナッシュ７０％、シラー３０％ 赤 フル 辛口 15 750 豚の角煮 ホテル・レストラン 12本 ¥2,980 ●

373 フランス ㈱朝日 3P114 ブルゴーニュ地方　シャブリ地区 クロード・メルシエ シャルドネ 白 辛口 12 750 1万本 魚料理全般・鶏肉料理 レストラン・居酒屋/ホテル/問屋/小売/その他 １２本（１ケース） ¥2,980 ●

374 ポルトガル アズマコーポレーション 3Q110 アレンテージョ モンテ・ダ・ペーニャ モンテフィーノ トゥーリガナショナル・他 赤 ミディアム ● １年 古樽 13.50% 750 ¥1,780 ●

375 ポルトガル ㈱ヴォガ ジャパン  3A113 DOCヴィーニョ・ヴェルデ ヴィニベルデ アデガ・ポンテ・デ・バルカ・スパークリング・レッド・ヴィニャオ ヴィニャオ スパークリング赤 フル 辛口 12％ 750 肉、魚 ● ●

376 ポルトガル ㈱ヴォガ ジャパン  3A113 DOCヴィーニョ・ヴェルデ ヴィニベルデ アデガ・ポンテ・デ・バルカ・ヴィニャオ・スペリオール・レッド ヴィニャオ 赤 ミディアム 辛口 12％ 750 肉、魚 ●

377 ポルトガル ㈱ヴォガ ジャパン  3A113 DOCヴィーニョ・ヴェルデ ヴィニベルデ アデガ・ポンテ・デバルカ・レッド・ヴィニャ ヴィニャオ 赤 ミディアム 辛口 12％ 750 肉、魚 ●

378 ポルトガル ㈱ヴォガ ジャパン  3A113 ミーニョ キンタ・ドス・エスピーニョゾス エスピーニョゾス　 アヴェッソ、シャルドネ 白 ミディアム 辛口 13.0% 750 魚 ●

379 ポルトガル ㈱ヴォガ ジャパン  3A113 ミーニョ キンタ・ドス・エスピーニョゾス エスピーニョゾス・レゼルバ　 アヴェッソ、シャルドネ 白 フル 辛口 13.5% 750 魚 ●

380 ポルトガル ㈱ヴォガ ジャパン  3A113 ミーニョ キンタ・ドス・エスピーニョゾス  カサド・アラバルデ　 アヴェッソ、アリント、アルバリーニョ 白 ミディアム 辛口 13.5% 750 魚 ●

381 ポルトガル ㈱ヴォガ ジャパン  3A113 DOCヴィーニョ・ヴェルデ エーアンドディワインズ シングラー　 未公開 白 ミディアム 辛口 13.5% 750 魚 ● ●

382 ポルトガル ㈱ヴォガ ジャパン  3A113 ミーニョ エーアンドディワインズ モノロゴ・シャルドネ　 シャルドネ 白 フル 辛口 13.5% 750 魚 ● ●

383 ポルトガル ㈱ヴォガ ジャパン  3A113 ミーニョ エーアンドディワインズ モノロゴ・アヴェッソ・エッセンシア アヴェッソ 白 ミディアム 辛口 13.5% 750 魚 ●

384 ポルトガル ㈱ヴォガ ジャパン  3A113 ミーニョ エーアンドディワインズ モノロゴ・アヴェッソ アヴェッソ 白 ミディアム 辛口 13.5% 750 魚 ●

385 ポルトガル ㈱ヴォガ ジャパン  3A113 ミーニョ エーアンドディワインズ モノロゴ・アリント アリント 白 ミディアム やや辛口 13.5% 750 魚　寿司 ●

386 ポルトガル ㈱ヴォガ ジャパン  3A113 DOCドウロ コンセイト・ヴィニョス コントラスト・レッド ティンタロリス、トゥーリガ・ナショナル、トゥーリガ・フランカ。 赤 フル 辛口 ● ● 8か月 旧 13.5% 750 肉 ●

387 ポルトガル ㈱ヴォガ ジャパン  3A113 DOCドウロ コンセイト・ヴィニョス コントラスト・ホワイト 　ラビガート、コデガ・デ・ラリーニョ、コデガ・アリント。 白 ミディアム 辛口 ● ● 6か月 旧 13.0% 750 魚 ●

388 ポルトガル ㈱ヴォガ ジャパン  3A113 DOCドウロ コンセイト・ヴィニョス コントラスト・ロゼ トリガフランカ40%、トゥリガナシオナル60% ロゼ ミディアム 辛口 新樽50％ 13.0% 750 肉、魚 ●

389 ポルトガル ㈱ヴォガ ジャパン  3A113 DOCドウロ コンセイト・ヴィニョス コンセイト・レッド　 ゥーリガ・フランカ、トゥーリガ・ナショナル、ティンタロリス、ティンタアマレラ、ルフェート、他20種類の固有品種 赤 フル 辛口 ● 20か月 旧 14% 750 肉 ●

390 ポルトガル ㈱ヴォガ ジャパン  3A113 DOCドウロ コンセイト・ヴィニョス コンセイト・ホワイト ラビガード、コデガ・デ・ラリーニョ、コデガゴウベイオ、ドンゼリーニョブランコ、ヴォルガサオ、他10種類の固有品種 白 フル 辛口 ● 10か月 旧 13% 750 魚 ●

391 ポルトガル ㈱ヴォガ ジャパン  3A113 DOCドウロ コンセイト・ヴィニョス バスタルド・レッド バスタルド 赤 フル 辛口 ● 10か月 旧 13.0% 750 肉 ●

392 ポルトガル ㈱ヴォガ ジャパン  3A113 DOCドウロ コンセイト・ヴィニョス コンセイト・エスプマンテ・ブリュット・ナチュレ グリューナー・ヴェルトリーナー スパークリング　白 フル 辛口 ● 8か月 旧 13.0% 750 肉、魚、寿司 ●

393 ポルトガル ㈱ヴォガ ジャパン  3A113 DOCドウロ キンタ・サンタ・エウフェミア エイラードス・ドウロ・ホワイト　 モスカデル・ガレゴ・ブランコ、ビオジーニョ、ラビガート、ゴウベイオ。 白 ミディアム 辛口 12.5% 750 魚 ●

394 ポルトガル ㈱ヴォガ ジャパン  3A113 DOCドウロ キンタ・サンタ・エウフェミア エイラードス・ドウロ・レッド　 ゥーリガ・ナショナル、ティンタ・ロリス・トゥーリガ・フランカ、ティンタ・バロッカ。 赤 フル 辛口 13.5% 750 肉 ●

395 ポルトガル ㈱ヴォガ ジャパン  3A113 DOCドウロ キンタ・サンタ・エウフェミア エイラードス・ドウロ・トーリガ・ナシオナル　　 トゥリガナシオナル 赤 フル 辛口 14.5% 750 肉 ●

396 ポルトガル ㈱ヴォガ ジャパン  3A113 DOCドウロ キンタ・サンタ・エウフェミア エイラードス・ドウロ・レゼルバ　 トゥーリガ・ナショナル、ティンタ・ロリス、トゥーリガ・フランカ、ティンタ・アマレラ、バスタルド 赤 フル 辛口 ● 8か月 旧 14.5% 750 肉 ●

397 ポルトガル ㈱ヴォガ ジャパン  3A113 DOCポルト レアル　コンパーニャ　ベーリア カルヴァーラス　260周年　メモリアル　260年ベリーオールド　トゥーニー モーリスコ・ティント、ティンタ・アマレラ、ティンタ・バロッカ、ティント・サオ、ティンタ・フランシスカ。 ポート赤 フル 甘口 ● 260年 旧 21.0% 750 デザート ●

398 ポルトガル カミマル㈱ 3C125 ヴィーニョ・ヴェルデ Casa Senhorial do Reguengo Casa Senhorial do Reguengo Sparkling White Brut Old Reserve トラジャドゥーラ/アザール/イシュパデイロ 白スパークリング 辛口 ● 750 飲食店・小売・卸 12本より送料料 ¥3,118 ●

399 ポルトガル カミマル㈱ 3C125 ヴィーニョ・ヴェルデ Casa Senhorial do Reguengo Beautiful Harmony Sparkling White Brut アリント/トラジャドゥーラ/アザール 白スパークリング 辛口 ● 750 飲食店・小売・卸 12本より送料料 ¥1,879

400 ポルトガル ㈱ノヴァ 3O110 Alentejano Cortes de Cima アンフォラ Aragonez,Sylah,Touriga Nacional,Trincadeira 赤 フル 辛口 ● 12 month 素焼きの甕 13.5 750 2400本 肉 バー・レストラン 6本/ケース

401 南アフリカ ㈱ コートーコーポレーション 3Q112 　　サザンクロス・ジン サザンクロス・ジン ピノタージュ ジン 43.0% 750 ホテル／レストラン／その他 ケース (6本) 単位 ¥11,500 ●

402 メキシコ ㈱ コートーコーポレーション 3Q112 ハリスコ州グアダラハラ ポルフィディオ プラタカクタス ブルーアガヴェ テキーラ 39.0% 750 ホテル／レストラン／その他 ケース (6本) 単位 ¥10,600 ●

403 メキシコ ㈱ コートーコーポレーション 3Q112 ハリスコ州グアダラハラ ポルフィディオ クエルカス ブルーアガヴェ テキーラ ● 4ヶ月 新樽 38.0% 700 ホテル／レストラン／その他 ケース (6本) 単位 ¥12,000 ●

404 モンテネグロ ㈱エネ・グローブ 3Q113 ポドゴリッツァ Plantaze VRANAC ヴラナッツ 赤 ミディアム ● 13.5 750 肉／焼肉／焼き鳥 ホテル・レストラン 1 ¥1,700 ●

405 モンテネグロ ㈱エネ・グローブ 3Q113 ポドゴリッツァ Plantaze CABERNET カベルネ・ソーヴィニョン／ヴラナッツ 赤 ミディアム ● ● ND 13.5 750 肉 ホテル・レストラン 1 ¥1,800 ●

406 モンテネグロ ㈱エネ・グローブ 3Q113 ポドゴリッツァ Plantaze MERLOT メルロー／ヴラナッツ 赤 ミディアム ● ● ND 13.5 750 肉／ハンバーグ ホテル・レストラン 1 ¥1,600 ●

407 モンテネグロ ㈱エネ・グローブ 3Q113 ポドゴリッツァ Plantaze VRANAC PRO CORDE ヴラナッツ 赤 ミディアム ● ● ND 14 750 肉 ホテル・レストラン 1 ¥2,700 ●

408 モンテネグロ ㈱エネ・グローブ 3Q113 ポドゴリッツァ Plantaze KRSTAC クリスタッチ 白 辛口 ● 13 750 魚／寿司 ホテル・レストラン 1 ¥1,700 ●

409 モンテネグロ ㈱エネ・グローブ 3Q113 ポドゴリッツァ Plantaze CHARDONNAY シャルドネ 白 辛口 ● 13.5 750 魚／寿司 ホテル・レストラン 1 ¥1,900 ●

410 モンテネグロ ㈱エネ・グローブ 3Q113 ポドゴリッツァ Plantaze SAUVIGNON ソーヴィニョン・ブラン 白 辛口 ● 13.5 750 魚 ホテル・レストラン 1 ¥2,100 ●

411 モンテネグロ ㈱エネ・グローブ 3Q113 ポドゴリッツァ Plantaze ROSE ヴラナッツ／グルナッシュ ロゼ 辛口 ● 12.5 750 前菜／魚 ホテル・レストラン 1 ¥1,800 ●

412 モンテネグロ ㈱エネ・グローブ 3Q113 ポドゴリッツァ Plantaze VLADIKA ヴラナッツ／カベルネ・ソーヴィニョン／メルロー 赤 フル ● ● 2年 14.5 750 肉 ホテル・レストラン 1 ¥5,500 ● ● ●

413 モンテネグロ ㈱エネ・グローブ 3Q113 ポドゴリッツァ Plantaze VRANAC BARRIQUE ヴラナッツ 赤 フル ● ● 1年 14.5 750 肉 ホテル・レストラン 1 ¥5,300 ●

414 モンテネグロ ㈱エネ・グローブ 3Q113 ポドゴリッツァ Plantaze LUCA ピノ・ブラン／ソーヴィニョン・ブラン／シャルドネ 白 辛口 ● 14 750 魚／寿司 ホテル・レストラン 1 ¥4,800 ●

415 モンテネグロ ㈱エネ・グローブ 3Q113 ポドゴリッツァ Plantaze CHARDONNAY BARRIQUE シャルドネ 白 辛口 ● ● 10ヵ月 14 750 魚 ホテル・レストラン 1 ¥5,500 ●

416 モンテネグロ ㈱エネ・グローブ 3Q113 ポドゴリッツァ Plantaze PREMIJER ヴラナッツ 赤 フル ● ● 3年 14.5 750 肉 ホテル・レストラン 1 ¥28,000 ●

417 モンテネグロ ㈱エネ・グローブ 3Q113 ポドゴリッツァ Plantaze VAL DRY クリスタッチ／シャルドネ スパークリング 辛口 ● 12 750 前菜／魚 ホテル・レストラン 1 ¥3,500 ●

418 モンテネグロ ㈱エネ・グローブ 3Q113 ポドゴリッツァ Plantaze VAL SEMIDRY クリスタッチ／シャルドネ スパークリング 辛口 ● 12 750 前菜／魚 ホテル・レストラン 1 ¥3,500 ●

419 南アフリカ ㈱オーバーシーズ 3Ｏ112 ウエスタン・ケープ オーバーヘックス バランス・ワインメーカーズ・セレクション ピノ・ノワール ピノ・ノワール100％ 赤 ミディアム 14.00% 750 ¥1,300 ● ●

420 日本 勝沼醸造㈱ 3S125 山梨県 勝沼醸造㈱ アルガブランカ　ブリリャンテ 甲州種 スパークリング　白 辛口 ● 11.00% 750 8,000 天ぷら ホテル・レストラン 相談 ¥5,000 ●

421 日本 勝沼醸造㈱ 3S125 山梨県 勝沼醸造㈱ アルガブランカ　クラレーザ 甲州種 白 辛口 ● ● 12.00% 750 100,000 和食全般 ホテル・レストラン 相談 ¥2,000 ●

422 日本 勝沼醸造㈱ 3S125 山梨県 勝沼醸造㈱ アルガブランカ　イセハラ 甲州種 白 辛口 ● 12.00% 750 11,000 魚、野菜 ホテル・レストラン 相談 ¥5,500 ● ● ●

423 日本 勝沼醸造㈱ 3S125 山梨県 勝沼醸造㈱ アルガブランカ　ピッパ 甲州種 白 辛口 ● ● ６ヶ月 新樽25% 12.00% 750 10,000 肉、魚 ホテル・レストラン 相談 ¥4,000 ●

424 日本 勝沼醸造㈱ 3S125 山梨県 勝沼醸造㈱ アルガｰﾉ　モンテ マスカットベーリーＡ 赤 ミディアム ● ● ● ６ヶ月 新樽25% 9.50% 750 9,000 肉、醤油ベース ホテル・レストラン 相談 ¥3,000 ●

425 日本 ㈱岩の原葡萄園 3S128 新潟県上越市 ㈱岩の原葡萄園 ヘリテイジ　２０１５ マスカット・ベーリーＡ／ブラック・クイーン 赤 フルボディ 辛口 ● 15ヶ月 新・旧 12 720 7,435本 ステーキ、牛肉の赤ワイン煮、うなぎの蒲焼など ホテル・レストラン／小売 ¥5,000 ●

426 日本 ㈱岩の原葡萄園 3S128 新潟県上越市 ㈱岩の原葡萄園 マスカット・ベーリーＡ　２０１５ マスカット・ベーリーＡ 赤 ミディアムボディ 辛口 ● 15ヶ月 新・旧 12 720 3,848本 ホテル・レストラン／小売 ¥4,000 ●

427 日本 ㈱岩の原葡萄園 3S128 新潟県上越市 ㈱岩の原葡萄園 ブラック・クイーン　２０１５ ブラック・クイーン 赤 フルボディ 辛口 ● 15ヶ月 新・旧 12 720 3,600本 ビーフシチューやデミグラスソース使った料理 ホテル・レストラン／小売 ¥4,000 ●

428 日本 ㈱岩の原葡萄園 3S128 新潟県上越市 ㈱岩の原葡萄園 レッド・ミルレンニューム　２０１６ レッド・ミルレンニューム 白 甘口 10 720 2,532本 フォアグラ、ブルーチーズ ホテル・レストラン／小売 ¥5,000 ●

429 日本 ㈱岩の原葡萄園 3S128 新潟県上越市 ㈱岩の原葡萄園 レッド・ミルレンニューム　２０１６　辛口 レッド・ミルレンニューム 白 辛口 12 720 3,732本 ちらし寿司、チーズフォンデュ、海老しんじょう ホテル・レストラン／小売 ¥3,000 ●

430 日本 ㈱岩の原葡萄園 3S128 新潟県上越市 ㈱岩の原葡萄園 ローズ・シオター　２０１６ ローズ・シオター 白 辛口 ● 10ヶ月 旧 11.5 720 3,600本 白身のムニエル、鶏肉のグリル、 ホテル・レストラン／小売 ¥3,000 ●

431 日本 ㈱岩の原葡萄園 3S128 新潟県上越市 ㈱岩の原葡萄園 岩の原スパークリングワイン　ブラン・ド・ブラン　ローズ・シオター ローズ・シオター 白 辛口 12 750 約2,000本 前菜 ホテル・レストラン／小売 ¥4,000 ●

432 日本 ㈱岩の原葡萄園 3S128 新潟県上越市 ㈱岩の原葡萄園 岩の原スパークリングワイン　ロゼ　マスカット・ベーリーＡ マスカット・ベーリーＡ ロゼ 辛口 12 750 約2,000本 前菜 ホテル・レストラン／小売 ¥4,000 ●

433 日本 ㈱岩の原葡萄園 3S128 日本 ㈱岩の原葡萄園 深雪花　赤 マスカット・ベーリーＡ 赤 ミディアムボディ 辛口 ● 12ヶ月 旧 12 720 約55,000本 鳥の照り焼きやぶりの照り焼き、すき焼き ホテル・レストラン・居酒屋／小売 ¥2,017 ● ● ●

434 日本 ㈱岩の原葡萄園 3S128 日本 ㈱岩の原葡萄園 深雪花　白 シャルドネ／ローズ・シオター 白 辛口 12 720 約23,000本 寿司、刺身、天ぷら ホテル・レストラン・居酒屋／小売 ¥2,017 ●

435 日本 ㈱岩の原葡萄園 3S128 日本 ㈱岩の原葡萄園 深雪花　ロゼ マスカット・ベーリーＡ ロゼ 辛口 12 720 約8,500本 とんかつ、鳥のから揚げ、ギョーザ ホテル・レストラン・居酒屋／小売 ¥2,017 ●

436 日本 ㈱岩の原葡萄園 3S128 日本 ㈱岩の原葡萄園 善　赤 マスカット・ベーリーＡ 赤 ミディアムボディ 辛口 ● 12 720 約100,000本 日常の料理全般 ホテル・レストラン・居酒屋／小売 ¥1,270 ●

437 日本 ㈱岩の原葡萄園 3S128 日本 ㈱岩の原葡萄園 善　白 甲州／デラウェア 白 辛口 ● 12 720 約50,000本 日常の料理全般 ホテル・レストラン・居酒屋／小売 ¥1,270 ●

438 日本 ㈱岩の原葡萄園 3S128 日本 ㈱岩の原葡萄園 善　ロゼ マスカット・ベーリーＡ ロゼ 辛口 ● 11.5 720 約20,000本 日常の料理全般 ホテル・レストラン・居酒屋／小売 ¥1,270 ●

439 日本 ㈱エーデルワイン 3S127 岩手県 エーデルワイン 五月長根葡萄園 リースリングリオン 白 やや辛口 ● 11.5% 720 25,000本 てんぷら （ホテル・レストラン／小売） 1ケース ¥2,077 ● ●

440 日本 ㈱エーデルワイン 3S127 岩手県 エーデルワイン ハヤチネぜーレ ツヴァイゲルトﾚｰベ 赤 フル 辛口 ● ● 12ヶ月 新樽古樽ブレンド 13.0% 720 3000本～5,000本 ジビエ料理 （ホテル・レストラン／小売） 1ケース オープン ●

441 日本 ㈱エーデルワイン 3S127 岩手県 エーデルワイン ハヤチネぜーレ メルロー 赤 フル 辛口 ● ● 12ヶ月 新樽古樽ブレンド 13.0% 720 ２000本～４,000本 鴨のロースト （ホテル・レストラン／小売） 1ケース オープン

442 日本 ㈱エーデルワイン 3S127 岩手県 エーデルワイン ドメーヌエーデル 天神ヶ丘畑 ツヴァイゲルトﾚｰベ 赤 ミディアム 辛口 ● ● 12ヶ月 新樽古樽ブレンド 13.0% 720 1,000本前後 ラムチョップ （ホテル・レストラン／小売） 1ケース オープン ●

443 日本 ㈱エーデルワイン 3S127 岩手県 エーデルワイン シルバー カベルネフラン 赤 ミディアム 辛口 ● ● 12ヶ月 古樽 12.5% 720 2,000本～3,000本 肉じゃが （ホテル・レストラン／小売） 1ケース オープン ●

444 日本 ㈱エーデルワイン 3S127 岩手県 エーデルワイン シルバー ケルナー 白 ミディアム 辛口 ● 12ヶ月 古樽 11.0% 720 3000本～5,000本 グラタン （ホテル・レストラン／小売） 1ケース オープン ●
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445 日本 ㈱エーデルワイン 3S127 岩手県 エーデルワイン シルバー ロースラー 赤 ミディアム 辛口 ● ● 12ヶ月 古樽（約２０％） 13.0% 720 3000本前後 焼肉 （ホテル・レストラン／小売） 1ケース オープン ●

446 日本 ㈱エーデルワイン 3S127 岩手県 エーデルワイン フランブラン カベルネフラン 白 辛口 ● 11.5% 720 1,000本前後 寿司 （ホテル・レストラン／小売） 1ケース オープン ●

447 日本 ㈱エーデルワイン 3S127 岩手県 エーデルワイン ヒメコザクラ シードル 林檎（ふじ） 白 辛口 ● 9.0% 720 800本前後 野菜のキッシュ （ホテル・レストラン／小売） 1ケース オープン ●

448 日本 ㈱エーデルワイン 3S127 岩手県 エーデルワイン 早池峰神楽ワイン 赤 メルロー・ロースラー 赤 ミディアム 辛口 ● 13.0% 720 6,000本前後 ビーフシチュー （ホテル・レストラン／小売） 1ケース オープン ●

449 日本 キッコーマン食品㈱ 3S130 山梨県 マンズワイン勝沼ワイナリー 酵母の泡　甲州 甲州 スパークリング（白） ライト やや辛口 12 720 非開示 寿司 ¥1,700 ● ● ●

450 日本 キッコーマン食品㈱ 3S130 山梨県 マンズワイン勝沼ワイナリー 酵母の泡　ベーリーＡ　ロゼ マスカット・ベーリーＡ スパークリング（ロゼ） ライト やや辛口 12 720 非開示 寿司 ¥1,700 ●

451 日本 キッコーマン食品㈱ 3S130 山梨県 マンズワイン勝沼ワイナリー 酵母の泡　青森りんご りんご スパークリング（白） ライト やや辛口 8 720 非開示 ¥1,700 ●

452 日本 キッコーマン食品㈱ 3S130 山梨県 マンズワイン勝沼ワイナリー マスカット・ベーリーＡ　樽熟成 マスカット・ベーリーＡ 赤 ライト 辛口 ● 6月 旧 12 720 非開示 肉 オープン ●

453 日本 キッコーマン食品㈱ 3S130 山梨県 マンズワイン勝沼ワイナリー 甲州　シュール・リー 甲州 白 ライト 辛口 12 720 非開示 魚 オープン ●

454 日本 キッコーマン食品㈱ 3S130 長野県 マンズワイン小諸ワイナリー ソラリス　信州　カベルネ・ソーヴィニヨン カベルネ・ソーヴィニヨン 赤 フル 辛口 ● 18月 新旧 14 750 非開示 肉 ¥5,000 ●

455 日本 キッコーマン食品㈱ 3S130 長野県 マンズワイン小諸ワイナリー ソラリス　信州　千曲川産メルロー メルロー 赤 フル 辛口 ● 18月 新旧 13 750 非開示 肉 ¥5,000 ●

456 日本 キッコーマン食品㈱ 3S130 長野県 マンズワイン小諸ワイナリー ソラリス　信州　シャルドネ　樽仕込 シャルドネ 白 フル 辛口 ● 6月 新旧 12 750 非開示 魚 ¥5,000 ●

457 日本 大和葡萄酒㈱ 3S124 山梨 大和葡萄酒㈱ Huggy Wine(時分） 甲州 白 辛口 ● ● ３ヶ月 旧100 12 750 8,600 36 ¥1,833 ●

458 日本 大和葡萄酒㈱ 3S124 山梨 大和葡萄酒㈱ Huggy Wine(古代甲州） 甲州 白 辛口 ● ● ３ヶ月 新６０、旧40 720 10,000 刺身、天ぷら 36 ¥1,538 ●

459 日本 大和葡萄酒㈱ 3S124 山梨 大和葡萄酒㈱ Huggy Wine（蕾） 甲州 白 辛口 ● ● ３ヶ月 旧100 750 4,500 寿司 36 ¥1,720 ●

460 日本 大和葡萄酒㈱ 3S124 山梨 大和葡萄酒㈱ Huggy Wine（重畳） 甲州 白 辛口 ● ● ３ヶ月 新80、旧20 750 7,000 36 ¥1,387 ●

461 日本 大和葡萄酒㈱ 3S124 山梨 大和葡萄酒㈱ Huggy Wine（重畳ＳＰ） 甲州 スパクリング 辛口 ● ● ３ヶ月 新80、旧20 750 32,000 36 ¥1,572 ● ●

462 日本 大和葡萄酒㈱ 3S124 山梨 大和葡萄酒㈱ Huggy Wine（番イ） 甲州 白 辛口 ● 750 5,000 魚介 36 ¥1,374 ●

463 日本 大和葡萄酒㈱ 3S124 山梨 大和葡萄酒㈱ Huggy Wine（ハギ甲州） 甲州 白 辛口 ● ● 720 13,000 36 ¥1,280 ●

464 日本 大和葡萄酒㈱ 3S124 山梨 大和葡萄酒㈱ Huggy Wine（ハギベリＡ） ベリ瑛 赤 ライト ● ● 720 3,600 36 ¥1,280 ●

465 日本 大和葡萄酒㈱ 3S124 山梨 大和葡萄酒㈱ Huggy Wine（ベリ瑛） ベリ瑛 赤 ライト ● ● 11 720 5,000 すき焼き 36 ¥1,451 ●

466 日本 大和葡萄酒㈱ 3S124 山梨 大和葡萄酒㈱ Huggy Wine（右八） シラ 赤 フル ● ● ２４ヶ月 旧100 12.5 720 880 濃厚なチーズ 36 ¥3,695 ●

467 日本 楠わいなりー㈱ 3S129 長野 楠わなりー 吉祥 シャルドネ スパークリング白 フル 辛口 し 12 750 1,000 料理全般、乾杯用 ホテル・レストラン/小売 12 ¥4,000 ●

468 日本 楠わいなりー㈱ 3S129 長野 楠わいなりー ゴールドスプラッシュ ナイアガラ スパークリング白 フル 辛口 し 10 750 1,000 料理全般 ホテル・レストラン/小売 12 ¥1,800

469 日本 楠わいなりー㈱ 3S129 長野 楠わいなりー シャルドネ　エスポワール シャルドネ 白 フル 辛口 50% 旧 12 750 1,000 パスタ ホテル・レストラン/小売 12 ¥2,500

470 日本 楠わいなりー㈱ 3S129 長野 楠わいなりー セミヨン セミヨン 白 ミディアム 辛口 ● 1ヶ月 旧 10 750 1,000 魚・寿司、和食 ホテル・レストラン/小売 12 ¥3,000

471 日本 楠わいなりー㈱ 3S129 長野 楠わいなりー シャルドネ2017すざか シャルドネ 白 フル 辛口 ● ３ヶ月 旧 12 750 1,400 パスタ、和食 ホテル・レストラン/小売 12 ¥3,000

472 日本 楠わいなりー㈱ 3S129 長野 楠わいなりー メルロー2015CM メルロー 赤 フル 辛口 ● １２ヶ月 旧 12 750 1,500 和食、お肉 ホテル・レストラン/小売 12 ¥3,600

473 日本 楠わいなりー㈱ 3S129 長野 楠わいなりー カベルネ・フラン2015 カベルネ・フラン 赤 フル 辛口 ● 12ヶ月 旧 12 750 800 和食、パスタ ホテル・レストラン/小売 12 ¥3,600

474 日本 楠わいなりー㈱ 3S129 長野 楠わいなりー ピノ・ノワール2016 ピノ・ノワール 赤 フル 辛口 ● １２ヶ月 旧 11 750 2,000 肉料理 ホテル・レストラン/小売 12 ¥3,600

475 日本 楠わいなりー㈱ 3S129 長野 楠わいなりー シャルドネ2016樽熟成 シャルドネ 白 フル 辛口 ● 8ヶ月 旧 12 750 2,000 バター●の料理 ホテル・レストラン/小売 12 ¥4,000

476 日本 (有)朝日町ワイン 3S126 山形 (有)朝日町ワイン スパークリングルージュ マスカットベーリーＡ スパークリング（赤） ミディアム 辛口 ● ● ● 11% 750 6,000 肉 ホテル・レストラン／小売 １２本 ¥1,600 ●

477 日本 (有)朝日町ワイン 3S126 山形 (有)朝日町ワイン 山形デラウェア白辛口 デラウェア 白 ライト 辛口 ● ● ● 12% 720 6,000 寿司 ホテル・レストラン／小売 １２本 ¥1,217 ●

478 日本 (有)朝日町ワイン 3S126 山形 (有)朝日町ワイン 山形デラウェア白甘口 デラウェア 白 ライト 甘口 ● ● ● 11% 720 3,000 魚 ホテル・レストラン／小売 １２本 ¥1,217 ●

479 日本 (有)朝日町ワイン 3S126 山形 (有)朝日町ワイン 山形ナイアガラ白辛口 ナイアガラ 白 ライト 辛口 ● ● ● 12% 720 6,000 魚 ホテル・レストラン／小売 １２本 ¥1,217 ●

480 日本 (有)朝日町ワイン 3S126 山形 (有)朝日町ワイン 山形マスカットベーリーＡ赤辛口 マスカットベーリーＡ 赤 ライト 辛口 ● ● ● 11% 720 6,000 寿司 ホテル・レストラン／小売 １２本 ¥1,217 ●

481 日本 (有)朝日町ワイン 3S126 山形 (有)朝日町ワイン 柏原ヴィンヤード遅摘み赤辛口 マスカットベーリーＡ 赤 ミディアム 辛口 ● ● ● 13% 720 13,000 肉 ホテル・レストラン／小売 １２本 ¥1,500 ●

482 日本 (有)朝日町ワイン 3S126 山形 (有)朝日町ワイン 朝日町リースリングフォルテ＆リオン リースリングフォルテ、リースリングリオン 白 ライト 辛口 ● ● ● 13% 720 5,000 寿司 ホテル・レストラン／小売 １２本 ¥1,500 ●

483 日本 (有)朝日町ワイン 3S126 山形 (有)朝日町ワイン マイスターセレクション遅摘みマスカットベーリーＡロゼ辛口 マスカットベーリーＡ ロゼ ミディアム 辛口 ● ● ● 13% 720 4,000 魚 ホテル・レストラン／小売 １２本 ¥1,500 ●

484 日本 (有)朝日町ワイン 3S126 山形 (有)朝日町ワイン マイスターセレクションアッサンブラージュルージュ マスカットベーリーＡ他 赤 ミディアム 辛口 ● ● ● １１ヶ月 旧 13% 720 8,000 肉 ホテル・レストラン／小売 １２本 ¥1,600 ●

485 日本 (有)朝日町ワイン 3S126 山形 (有)朝日町ワイン マイスターセレクションソーヴィニヨンブラン ソーヴィニヨンブラン 白 ミディアム 辛口 ● ● ● 13% 720 2,000 寿司 ホテル・レストラン／小売 １２本 ¥1,800 ●

486 日本 (有)朝日町ワイン 3S126 山形 (有)朝日町ワイン マイスターセレクションシャルドネ シャルドネ 白 ライト 辛口 ● ● ● 13% 720 2,000 寿司 ホテル・レストラン／小売 １２本 ¥1,800 ●

487 日本 (有)朝日町ワイン 3S126 山形 (有)朝日町ワイン マイスターセレクションキュヴェメルロー メルロー 赤 ミディアム 辛口 ● ● ● １１ヶ月 新樽半分 13% 750 1,000 肉 ホテル・レストラン／小売 １２本 ¥3,200 ●

488 日本 ㈱高野総本店 3P110 長野県塩尻市 サンサンワイナリー シャルドネ シュール・リー シャルドネ 白 ミディアム 辛口 ● 12.0% 750 2,100 アジの塩焼き、シーフードサラダ 全ての業種 地域によって異なります ¥3,000 ●

489 日本 ㈱高野総本店 3P110 長野県塩尻市 サンサンワイナリー シャトーサンサン シャルドネ シャルドネ 白 フル 辛口 ● ● 新樽 12.5% 750 2,300 ボンゴレビアンコ、白身魚のフライ、クリームシチュー 全ての業種 地域によって異なります ¥5,000 ●

490 日本 ㈱高野総本店 3P110 長野県塩尻市 サンサンワイナリー シャトーサンサン メルロー メルロー 赤 フル 辛口 ● 新樽 12.0% 750 2,500 焼き鳥、ポークソテー、牛カツ 全ての業種 地域によって異なります ¥5,000 ●

491 日本 ㈱高野総本店 3P110 長野県塩尻市 サンサンワイナリー クリスタル コンコード コンコード 赤 フル 極甘口 ● 7.5% 375 3,000 アイスクリーム、ケーキ、カレーなど 全ての業種 地域によって異なります ¥3,000 ●

492 日本 ㈱高野総本店 3P110 長野県池田町青木原 あづみアップル ソーヴィニヨン ブラン ・ドゥジェンム ソーヴィニヨン ブラン 白 ミディアム 辛口 ● 12.0% 720 3,000 アジの塩焼き、シーフードサラダ 全ての業種 地域によって異なります ¥1,650 ●

493 日本 ㈱高野総本店 3P110 長野県塩尻市 井筒ワイン カベルネ ソーヴィニヨン・樽熟 カベルネ ソーヴィニヨン 赤 フル 辛口 ● ● 17ヶ月 新樽 13.0% 720 2,400 ステーキ、シチュー、チーズ 全ての業種 地域によって異なります ¥3,417 ●
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