
ワイン＆グルメ ジャパン2017　ワインリスト（国内出展者）

国 産地（地域） 出展者名 ブースNo. ワイナリー名 　ブランド名 ブドウ品種 タイプ ボディ 味 オーガニック 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 最小発注数・単位 希望小売価格（税別） 国内流通

日本 栃木県 ㈲ココ・ファーム・ワイナリー 3Ｌ-118 ココ・ファーム・ワイナリー 北ののぼ ピノ・ノワール、シャルドネ スパークリング（白） ミディアム 辛口 11.2 750 4,500 生ガキ、真鯛の刺身、グラタン ホテル・レストラン、小売 6本以上 ¥5,370 済
日本 栃木県 ㈲ココ・ファーム・ワイナリー 3Ｌ-118 ココ・ファーム・ワイナリー 陽はまた昇る タナ  　 カベルネ・ソーヴィニヨン 赤 フルボディ 辛口 ○ 13か月 古罇（弱冠新罇） 12.1 750 6,391 ステーキ等、ブルーチーズ ホテル・レストラン、小売 12本以上（混載可） ¥2,778 済
日本 栃木県 ㈲ココ・ファーム・ワイナリー 3Ｌ-118 ココ・ファーム・ワイナリー こころぜ マスカットベイリーＡ、甲州他 ロゼ ミディアム やや甘口 11.4 750 14,054 紫蘇餃子、ポテトコロッケ ホテル・レストラン、小売 12本以上（混載可） ¥1,574 済
日本 長野県塩尻市柿沢 株式会社高野総本店 3N-110 サンサンワイナリー シャルドネ マルキーズ シャルドネ 白 フル 極甘口 - - - - 7.0% 375ml 2,000 ブルーチーズ、フォアグラ、アイスクリームなど 全ての業種 地域によって異なります ¥3,000
日本 長野県塩尻市 株式会社高野総本店 3N-110 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% 375ml 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
日本 長野県塩尻市 株式会社高野総本店 3N-110 サンサンワイナリー コンコード スパークリング コンコード スパークリング 赤 ライト やや甘口 - - - - 9.5% 750ml 2,000 生ハム、サラミ、サンドイッチ 全ての業種 地域によって異なります ¥2,000 済
日本 長野県池田町青木原 株式会社高野総本店 3N-110 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% 720ml 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 済
日本 長野県塩尻市 株式会社高野総本店 3N-110 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/カベルネ フラン 赤 フル 辛口 - ○ 17ヶ月 新樽 13.0% 720ml 3,500 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 ¥3,000 済
日本 山形 ㈲朝日町ワイン 3L-119 ㈲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 15,000 魚 ホテル・レストラン／小売 １２本 ¥1,217 済
日本 山形 ㈲朝日町ワイン 3L-119 ㈲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 魚 ホテル・レストラン／小売 １２本 ¥1,217 済
日本 山形 ㈲朝日町ワイン 3L-119 ㈲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 済
日本 山形 ㈲朝日町ワイン 3L-119 ㈲朝日町ワイン 朝日町シードル（袋ふじ） ふじ シードル ライト 辛口 ○ ○ ○ 7% 750 1,800 寿司 ホテル・レストラン／小売 １２本 ¥1,500 済
日本 山形 ㈲朝日町ワイン 3L-119 ㈲朝日町ワイン 朝日町シードルＳＥＣ シナノスイート、秋陽 シードル ライト やや甘口 ○ ○ ○ 7% 750 5,000 寿司 ホテル・レストラン／小売 １２本 ¥1,500 5月1日

日本 山形 ㈲朝日町ワイン 3L-119 ㈲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 済
日本 山形 ㈲朝日町ワイン 3L-119 ㈲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 魚 ホテル・レストラン／小売 １２本 ¥1,500 済
日本 山形 ㈲朝日町ワイン 3L-119 ㈲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 寿司 ホテル・レストラン／小売 １２本 ¥1,500 済
日本 山形 ㈲朝日町ワイン 3L-119 ㈲朝日町ワイン マイスターセレクションキュヴェツヴァイゲルトレーベ ツヴァイゲルトレーベ 赤 ミディアム 辛口 ○ ○ 〇 １０ヶ月 新樽半分 13% 750 900 肉 ホテル・レストラン／小売 １２本 ¥3,200 済
日本 山形 ㈲朝日町ワイン 3L-119 ㈲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 ○ ○ 〇 １０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 済
日本 山形 ㈲朝日町ワイン 3L-119 ㈲朝日町ワイン マイスタセレクションキュヴェシャルドネ シャルドネ 白 ライト 辛口 ○ ○ 〇 ６ヶ月 新樽１／３ 13% 750 900 寿司 ホテル・レストラン／小売 １２本 ¥2,800 済
日本 山形 ㈲朝日町ワイン 3L-119 ㈲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＆カベルネロゼ メルロー、カベルネソーヴィニヨン ロゼ ミディアム 辛口 ○ ○ ○ 13% 750 1,000 寿司 ホテル・レストラン／小売 １２本 ¥2,800 済
日本 山梨県 キッコーマン食品株式会社 3L-121 マンズワイン勝沼ワイナリー 甲州　酵母の泡 甲州 スパークリング　白 ライト 辛口 ○ 11 720 魚 6本 ¥1,500 済
日本 山梨県 キッコーマン食品株式会社 3L-121 マンズワイン勝沼ワイナリー マスカット・ベーリーＡ　酵母の泡　ロゼ マスカット・ベーリーＡ スパークリング　ロゼ ライト 辛口 ○ 11 720 魚 6本 ¥1,500 済
日本 山梨県 キッコーマン食品株式会社 3L-121 マンズワイン勝沼ワイナリー リュナリス　甲州　シュール・リー 甲州 白 ミディアム 辛口 ○ 12 720 6000本 魚 6本 ¥1,800 済
日本 山梨県 キッコーマン食品株式会社 3L-121 マンズワイン勝沼ワイナリー 山形マスカット・べーりーＡ マスカット・ベーリーＡ 赤 ミディアム 辛口 ○ ○ 18 旧 12 720 3000本 肉 6本 ¥2,500 済
日本 長野県 キッコーマン食品株式会社 3L-121 マンズワイン小諸ワイナリー ソラリス　信濃リースリング　辛口 信濃リースリング 白 ミディアム 辛口 ○ 12 750 4000本 魚 6本 ¥5,000 済
日本 長野県 キッコーマン食品株式会社 3L-121 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 新旧 12 750 4000本 肉 6本 ¥5,000 済
日本 長野県 キッコーマン食品株式会社 3L-121 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 新旧 12 750 4000本 肉 6本 ¥5,000 済
日本 長野県 楠わいなりー株式会社 3L-120 楠わいなりー 吉祥ブラン・ド・ブラン シャルドネ スパークリング（白） フル 辛口 12 750 2,000 なんでも ホテル・レストラン・小売 1本 ¥4,000 済
日本 長野県 楠わいなりー株式会社 3L-120 楠わいなりー 日滝原2016 セミヨン/ソーヴィニオン・ブラン 白 ミディアム 辛口 40% ３ヶ月 古樽 11 750 2,000 日本食 ホテル・レストラン・小売 1本 ¥3,000 済
日本 長野県 楠わいなりー株式会社 3L-120 楠わいなりー ソーヴィニオン・ブラン ソーヴィニオン・ブラン 白 ミディアム 辛口 11 750 1,500 日本食 ホテル・レストラン・小売 １本 ¥3,000
日本 長野県 楠わいなりー株式会社 3L-120 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% 6ヶ月 新樽 12 750 1,000 洋食 ホテル・レストラン・小売 １本 ¥2,200
日本 長野県 楠わいなりー株式会社 3L-120 楠わいなりー シャルドネ2015樽熟成 シャルドネ 白 フル 辛口 100% 12ヶ月 古樽 12 750 2,500 魚 ホテル・レストラン・小売 1本 ¥4,000
日本 長野県 楠わいなりー株式会社 3L-120 楠わいなりー メルロー2014ER メルロ- 赤 フル 辛口 100% 12ヶ月 古樽 13 750 4,000 肉 ホテル・レストラン・小売 1本 ¥4,000 済
日本 長野県 楠わいなりー株式会社 3L-120 楠わいなりー メルロー2015 メルロー 赤 フル 辛口 100% 12ヶ月 古樽 12 750 3,000 洋食 ホテル・レストラン・小売 1本 ¥3,000
日本 長野県 楠わいなりー株式会社 3L-120 楠わいなりー ピノ・ノワール2015 ピノ・ノワール 赤 フル 辛口 100% 12ヶ月 古樽 11 750 3,200 会席料理 ホテル・レストラン・小売 1本 ¥3,200
日本 長野県 楠わいなりー株式会社 3L-120 楠わいなりー カベルネ・ソーヴィニオン2015 カベルネ・ソーヴィニオン 赤 フル 辛口 100% 12ヶ月 古樽 13 750 3,000 洋食 ホテル・レストラン・小売 1本 ¥3,000
日本 長野県 楠わいなりー株式会社 3L-120 楠わいなりー パッサージュ・ルージュ2013 CS/MER/CF 赤 ミディアム 辛口 100% 12ヶ月 古樽 11 750 2,500 洋食 ホテル・レストラン・小売 1本 ¥2,500 済
アメリカ カリフォルニア 株式会社アキー 3M-110 エクスワイナリー ビックガンレッド シラー、メルロー、カリニャン、プティ・ヴェルド 赤 フル 辛口 ○ ○ 9月 新 14.5 750 6000ケース 肉類 卸業者/小売業者/レストラン ケース単位(12本) ¥2,963 済
アメリカ カリフォルニア 株式会社アキー 3M-110 エクスワイナリー ノックアウト・ホワイト シャルドネ、セミオン、マルサンヌ 白 ミディアム 辛口 ○ 6月 新 13.5 750 500ケース 魚介類 卸業者/小売業者/レストラン ケース単位(12本) ¥2,963 済
アメリカ ナパ・バレー 株式会社アキー 3M-110 ロバート・シンスキー ロス・カーネロス・ピノノワール ピノノワール 赤 ミディアム 辛口 ○ ○ 12月 新旧 14 750 3000ケース 和食 卸業者/小売業者/レストラン

アメリカ カリフォルニア/　ロダイ 株式会社　カーヴ 3Ａ-115 ブラックリッジ　ヴィンヤード スランフォード　ブリュット シュナン・ブラン スパークリング（白） 辛口 11 750 生ハムサラダ 小売、商社 1ケース/12本（混載不可） ¥2,200 済
アメリカ カリフォルニア/　ロダイ 株式会社　カーヴ 3Ａ-115 ブラックリッジ　ヴィンヤード ブラックリッジ　カベルネ・ソーヴィニヨン カベルネ・ソーヴィニヨン 赤 ミディアム ○ 13 750 スペアリブ 小売、商社 1ケース/12本（混載不可） ¥2,000 済
アメリカ カリフォルニア/　ロダイ 株式会社　カーヴ 3Ａ-115 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 焼き鳥、すき焼き 小売、商社 1ケース/12本（混載不可） ¥2,000 済
アメリカ カリフォルニア/　ロダイ 株式会社　カーヴ 3Ａ-115 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 ジンギスカン 小売、商社 1ケース/12本（混載不可） ¥2,000 済
アメリカ カリフォルニア/　ロダイ 株式会社　カーヴ 3Ａ-115 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 13 750 寿司 小売、商社 1ケース/12本（混載不可） ¥2,000 済
アメリカ カリフォルニア/　ナパ・ヴァレー 株式会社　カーヴ 3Ａ-115 マイケル・ポザーン マシュージョセフ　カベルネ・ソーヴィニヨン カベルネ・ソーヴィニヨン 赤 フルボディ ○ 14 750 ビーフステーキ ホテル、レストラン、小売 1ケース/12本（混載可） ¥3,800 済
アメリカ カリフォルニア/　ナパ・ヴァレー 株式会社　カーヴ 3Ａ-115 マイケル・ポザーン マシュージョセフ　ジンファンデル ジンファンデル 赤 フルボディ ○ 14 750 ローストビーフ ホテル、レストラン、小売 1ケース/12本（混載可） ¥3,800 済
アメリカ カリフォルニア/　ナパ・ヴァレー 株式会社　カーヴ 3Ａ-115 ビューラー　ヴィンヤーズ ビューラー　カベルネ・ソーヴィニヨン　ナパ カベルネ・ソーヴィニヨン 赤 フルボディ ○ 14 750 チーズフォンデュ ホテル、レストラン、小売 1ケース/12本（混載可） ¥6,000 済
アメリカ カリフォルニア/　ナパ・ヴァレー 株式会社　カーヴ 3Ａ-115 ビューラー　ヴィンヤーズ ビューラー　ジンファンデル　ナパ ジンファンデル 赤 フルボディ ○ 14 750 ラムステーキ ホテル、レストラン、小売 1ケース/12本（混載可） ¥4,400 済
アメリカ カリフォルニア/　ロシアン・リヴァー・ヴァレー 株式会社　カーヴ 3Ａ-115 ビューラー　ヴィンヤーズ ビューラー　シャルドネ　ロシアン・リヴァー シャルドネ 白 辛口 ○ 14 750 餃子 ホテル、レストラン、小売 1ケース/12本（混載可） ¥4,300 済
アメリカ カリフォルニア/　サンタマリア・ヴァレー 株式会社　カーヴ 3Ａ-115 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 フルボディ ○ 14 750 照り焼きチキン ホテル、レストラン、小売 1ケース/12本（混載可） ¥6,600 済
アメリカ カリフォルニア/　サンタマリア・ヴァレー 株式会社　カーヴ 3Ａ-115 タンタラ　ワイナリー タンタラ　ピノ・ノワール　トンドレHブロック ピノ・ノワール 赤 フルボディ ○ 14 750 鰻蒲焼き ホテル、レストラン、小売 1ケース/12本（混載可） ¥13,000 済
アメリカ カリフォルニア/　サンタマリア・ヴァレー 株式会社　カーヴ 3Ａ-115 タンタラ　ワイナリー タンタラ　ピノ・ノワール　エヴリン ピノ・ノワール 赤 フルボディ ○ 14 750 鴨肉のロースト ホテル、レストラン、小売 1ケース/12本（混載可） ¥15,500 済
アメリカ カリフォルニア/　サンタマリア・ヴァレー 株式会社　カーヴ 3Ａ-115 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 ラザニア ホテル、レストラン、小売 1ケース/12本（混載可） ¥6,200 済
アメリカ カリフォルニア/　アロヨ・グランデ 株式会社　カーヴ 3Ａ-115 タンタラ　ワイナリー タンタラ　シャルドネ　ターリー・リンコン シャルドネ 白 辛口 ○ 14 750 ホタテのバター焼き ホテル、レストラン、小売 1ケース/12本（混載可） ¥7,700 済
アメリカ カリフォルニア/　サンタマリア・ヴァレー 株式会社　カーヴ 3Ａ-115 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 牡蛎グラタン ホテル、レストラン、小売 1ケース/12本（混載可） ¥8,200 済
アメリカ カリフォルニア/　サンタイネス 株式会社　カーヴ 3Ａ-115 タンタラ　ワイナリー タンタラ　カベルネ・フラン　マテオヴィンヤード カベルネ・フラン 赤 フルボディ ○ 14 750 リブステーキ ホテル、レストラン、小売 1ケース/12本（混載可） ¥11,000 済
アルゼンチン ウコヴァレー リードオフジャパン株式会社 3L-111 フィンカ・ラ。セリア ラセリア　パイオニア　レゼルバ マルベック 赤 フルボディ 辛口 ○ 9ヶ月 750ml ビーフシチュー、ポークソテー ホテル・レストラン 3cs／12入 ¥1,850 ○
アルゼンチン ウコヴァレー リードオフジャパン株式会社 3L-111 フィンカ・ラ。セリア ラセリア　パイオニア　レゼルバ カベルネソーヴィニヨン 赤 フルボディ 辛口 ○ 9ヶ月 750ml 鴨のロースト、鶏の赤ワイン煮込み ホテル・レストラン 3cs／12入 ¥1,850 ○
アルゼンチン ウコヴァレー リードオフジャパン株式会社 3L-111 フィンカ・ラ。セリア ラセリア　パイオニア　レゼルバ シャルドネ 白 ミディアムボディ 辛口 ○ 750ml サーモングリル、カルパッチョ ホテル・レストラン 3cs／12入 ¥1,850 ○
イタリア エミリアロマーニャ アズマコーポレーション 3O-110 ヴィーニ カソラーリ ランブルスコ ディ グラスパロッサ セコ ランブルスコ スパークリング（赤） ミディアム 辛口 10.5 750 200000本 肉 レストラン/小売/商社 12本 ¥1,780 済
イタリア ヴェネト アズマコーポレーション 3O-110 モンテ・ディ・ロアリ ビアンコ ディ クストーザ DOC トレッビアーノ・トスカーノ /ガルガーネガ/トレッビアネッロ 白 ライト 辛口 ○ 12.5 750 魚/寿司 レストラン/小売/商社 12本 ¥1,890 済
イタリア ヴェネト アズマコーポレーション 3O-110 モンテ・ディ・ロアリ バルドリーノ DOC キアレット コルヴィーナ/ロンディネッラ/ロッサネッラ ロゼ ライト 辛口 ○ 12.5 750 魚/寿司 レストラン/小売/商社 12本 ¥1,890 済
イタリア ピエモンテ アズマコーポレーション 3O-110 カシーナ・グラモレーレ バローロ ネッビオーロ 赤 フルボディ 辛口 14.5 750 肉 レストラン/小売/商社 12本 ¥4,480 済
イタリア サルデーニャ州 株式会社アーク 3O-115 モーラ＆メモ ”ティーノ”　ヴェルメンティーノ・ディ・サルデーニャ ヴェルメンティーノ100% 白 ミディアム 辛口 ○ 14.50% 750ml 魚・白肉 ホテル・レストラン・小売・商社 12本単位 ¥3,000 済
イタリア サルデーニャ州 株式会社アーク 3O-115 モーラ＆メモ ティノ・シュール・リー ヴェルメンティーノ80% ソーヴィニヨン・ブラン20% 白 ミディアム 辛口 ○ 14% 750ml 魚・白肉 ホテル・レストラン・小売・商社 12本単位 ¥2,800 済
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イタリア サルデーニャ州 株式会社アーク 3O-115 モーラ＆メモ ”ナウ”　カンノナウ・ディ・サルデーニャ カンノナウ100% 赤 ミディアム 辛口 ○ ○ 3ヵ月 非公開 14% 750ml 赤肉・サラミなど ホテル・レストラン・小売・商社 12本単位 ¥3,000 済
イタリア サルデーニャ州 株式会社アーク 3O-115 モーラ＆メモ ナウ・アンド・コー カンノナウ80% カベルネ・ソーヴィニョン20% 赤 フル 辛口 ○ ○ 6ヵ月 非公開 13.5% 750ml 赤肉・サラミなど ホテル・レストラン・小売・商社 12本単位 ¥2,800 済
イタリア カンパーニア州 株式会社アーク 3O-115 サンパオロ アリアニコ・イルピニア アリアニコ100% 赤 フル 辛口 14.50% 750ml 赤肉・鹿肉なども○ ホテル・レストラン・小売・商社 12本単位 ¥2,300 済
イタリア カンパーニア州 株式会社アーク 3O-115 サンパオロ グレコ・ディ・トゥーフォ　クラウディオ・クァルタ グレコ100% 白 ミディアム 辛口 13% 750ml 和食（タイの昆布締めなど） ホテル・レストラン・小売・商社 12本単位 ¥4,200 済
イタリア カンパーニア州 株式会社アーク 3O-115 サンパオロ ベネヴェンターノ・ファランギーナ ファランギーナ100% 白 ミディアム 辛口 13% 750ml 魚介の前菜やフリット ホテル・レストラン・小売・商社 12本単位 ¥2,600 済
イタリア ヴェネト州 株式会社アーク 3O-115 ジャコモ・サルマソ コッリ・エウガネイ　カベルネ カベルネ・フラン主体 赤 ミディアム 辛口 13% 750ml 冷たい肉の前菜・赤肉・シンプルなパスタ ホテル・レストラン・小売・商社 12本単位 ¥1,400 済
イタリア ヴェネト州 株式会社アーク 3O-115 ジャコモ・サルマソ モスカート・ジャッロ・セッコ モスカート・ジャッロ100% 白 ライト 辛口 12.50% 750ml 生の魚介・貝類、軽めの揚げ物 ホテル・レストラン・小売・商社 12本単位 ¥1,400 済
イタリア ヴェネト州 株式会社アーク 3O-115 ジャコモ・サルマソ ノーテ・ディ・ベルタ モスカート・ジャッロ100% 白 フル 甘口 11% 500ml バターのきいたクッキー・中熟成のチーズ ホテル・レストラン・小売・商社 12本単位 ¥3,000 済
イタリア プーリア州 株式会社アーク 3O-115 レ・ヴィーニュ・ディ・サンマルコ サリーチェ・サレンティーノ・レゼルヴァ ネグロアマーロ80% マルヴァジアネーラ20% 赤 フル 辛口 ○ ９ヵ月 旧樽 13.50% 750ml 肉料理全般・燻製・キノコ ホテル・レストラン・小売・商社 12本単位 ¥2,300 済
イタリア プーリア州 株式会社アーク 3O-115 レ・ヴィーニュ・ディ・サンマルコ ノッテテンポ　シャルドネ　サレント シャルドネ100% 白 フル 辛口 ○ 非公開 新樽率20% 14.50% 750ml そら豆のパテ・マグロのラグー・エビのスープ ホテル・レストラン・小売・商社 12本単位 ¥2,800 済
イタリア トスカーナ州 株式会社アーク 3O-115 フェッラーリ・イリス・フィッリ アルジーネ ロッソ・ディ・トスカーナ サンジョベーゼ100% 赤 ミディアム 辛口 ○ 6ヵ月 非公開 13.00% 750ml シンプルなパスタ ホテル・レストラン・小売・商社 12本単位 ¥1,800 済
イタリア トスカーナ州 株式会社アーク 3O-115 フェッラーリ・イリス・フィッリ モンテスクダイオ・ロッソ サンジョベーゼ60% カベルネ・フラン40% 赤 ミディアム 辛口 13.00% 750ml 赤身の牛肉・マグロも○ ホテル・レストラン・小売・商社 12本単位 ¥2,000 済
イタリア トスカーナ州 株式会社アーク 3O-115 フェッラーリ・イリス・フィッリ ペンソ　テラッティコ・ディ・ビッボーナ　ロッソ サンジョベーゼ50%　　　メルロー35%　　　カベルネ・ソーヴィニョン15% 赤 フル 辛口 ○ 14ヵ月 非公開 13.50% 750ml ジビエ・熟成チーズ ホテル・レストラン・小売・商社 12本単位 ¥3,600 済
イタリア トスカーナ州 株式会社アーク 3O-115 フェッラーリ・イリス・フィッリ ボルゲリ・ロッソ メルロー45% カベルネ・ソーヴィニョン45% プティ・ヴェルド10% 赤 フル 辛口 ○ 7ヵ月 非公開 13.00% 750ml ジビエ・熟成チーズ ホテル・レストラン・小売・商社 12本単位 ¥3,200 済
イタリア シチリア州 株式会社アーク 3O-115 ユーデカ フラッパート　ヴィットリア フラッパート100% 赤 ミディアム 辛口 ○ 13% 750ml 軽めの肉料理　カジキマグロ ホテル・レストラン・小売・商社 12本単位 ¥3,800 済
イタリア シチリア州 株式会社アーク 3O-115 ユーデカ フラビアンコ フラッパート100% 白 ミディアム 辛口 ○ 12% 750ml 魚介　エビのカクテル　ロブスター ホテル・レストラン・小売・商社 12本単位 ¥3,800 済
イタリア シチリア (株)コートーコーポレーション 3O-118 プロヴィンコ サンティ・ノビレ　　　　　　ナイトハーヴェスト ﾈﾛ･ﾀﾞｰｳﾞｫﾗ85%/ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ15% 赤 フル 辛口 ○ 3ヶ月 14.5 750 ¥3,200 済
イタリア フリウリ地方 株式会社　メテックス 3R-112 コンテ　ダッティミス　マニアゴ カサリ　マニア-ゴ フリウラーノ100% 白 ミディアム 辛口 12.50% 750ml 20,000本 魚 ホテル・レストラン 6本単位 3,000円 済
イタリア フリウリ地方 株式会社　メテックス 3R-112 コンテ　ダッティミス　マニアゴ カサリ　マニア-ゴ ピノ・グリージョ100% 白 ミディアム 辛口 12.50% 750ml 20,000本 魚 ホテル・レストラン 6本単位 3,000円 済
イタリア フリウリ地方 株式会社　メテックス 3R-112 コンテ　ダッティミス　マニアゴ コンテ　ダッティミス フリウラーノ100% 白 ミディアム 辛口 12.50% 750ml 15,000本 魚 ホテル・レストラン 6本単位 3,500円 済
イタリア フリウリ地方 株式会社　メテックス 3R-112 コンテ　ダッティミス　マニアゴ コンテ　ダッティミス ピノ・グリージョ100% 白 ミディアム 辛口 13% 750ml 15,000本 魚 ホテル・レストラン 6本単位 3,500円 済
イタリア フリウリ地方 株式会社　メテックス 3R-112 コンテ　ダッティミス　マニアゴ コンテ　ダッティミス ロンコブロイロ （フリウラーノ55%ピノビアンコ45%) 白 フル 辛口 ○ 12ヶ月 新 11.50% 750ml 4,000本 魚 ホテル・レストラン 6本単位 7,000円 済
イタリア フリウリ地方 株式会社　メテックス 3R-112 コンテ　ダッティミス　マニアゴ コンテ　ダッティミス ピノ・ネロ100% 赤 ミディアム 甘口 14.50% 750ml 7,000本 肉 ホテル・レストラン 6本単位 3,800円 済
イタリア フリウリ地方 株式会社　メテックス 3R-112 コンテ　ダッティミス　マニアゴ コンテ　ダッティミス スキオペッティーノ100％ 赤 ミディアム 甘口 13% 750ml 7,000本 肉 ホテル・レストラン 6本単位 5,000円 済
イタリア フリウリ地方 株式会社　メテックス 3R-112 コンテ　ダッティミス　マニアゴ コンテ　ダッティミス リブラ (リボラジアッラ60%ピノビアンコ40%) スパークリング ミディアム 辛口 12% 750ml 10,000本 魚 ホテル・レストラン 6本単位 3,500円 済
イタリア ｱﾌﾞﾙｯﾂｫ マルカイコーポレーション株式会社 3N-113 チッチオ･ザッカニーニ イル・ビアンコ・ディ・チッチオ DOC ﾄﾚｯﾋﾞｱｰﾉ･ﾀﾞﾌﾞﾙｯﾂｫ70%、ﾍﾟｺﾘｰﾉ15%,､ｼｬﾙﾄﾞﾈ15% 白 辛口 750 魚、寿司 ホテル・レストラン・小売 ¥1,980 済
イタリア ｱﾌﾞﾙｯﾂｫ マルカイコーポレーション株式会社 3N-113 チッチオ･ザッカニーニ トラルチェット　モンテプルチアーノ・ダブルッツオ 【金賞】 ﾓﾝﾃﾌﾟﾙﾁｱｰﾉ 100% 赤 ミディアムボディ ○ 4ヶ月 旧 750 肉 ホテル・レストラン・小売 ¥1,980 済
オーストラリア ヴィクトリア州 / スワン・ヒル GRN株式会社 3A-114 アンドリュー・ピース アンドリュー・ピース スパークリング シャルドネ ピノ・ノワール シャルドネ、ピノ・ノワール スパークリング 辛口 ○ 13.5% 750ｍｌ 前菜、スモークサーモン 全業態対象 1ケース（12本・混載可） ¥1,780 済
オーストラリア サウス・イースタン・オーストラリア GRN株式会社 3A-114 アンドリュー・ピース ワインメーカーズ・ノート セミヨン・ソーヴィニョン・ブラン セミヨン、ソーヴィニョン・ブラン 白 辛口 ○ ○ 13.0% 750ｍｌ シーフード料理、前菜 全業態対象 1ケース（12本・混載可） ¥1,280 済
オーストラリア サウス・イースタン・オーストラリア GRN株式会社 3A-114 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 白 辛口 ○ ○ 13.5% 750ｍｌ シーフード、チキン料理 全業態対象 1ケース（12本・混載可） ¥1,280 済
オーストラリア サウス・イースタン・オーストラリア GRN株式会社 3A-114 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 白 辛口 ○ ○ 13.5% 750ｍｌ チキン料理、クリームパスタ 全業態対象 1ケース（12本・混載可） ¥1,740 済
オーストラリア サウス・イースタン・オーストラリア GRN株式会社 3A-114 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 カベルネ・ソーヴィニョン、シラーズ 赤 ミディアムボディ ○ ○ 14.0% 750ｍｌ ピザ、バーベキュー 全業態対象 1ケース（12本・混載可） ¥1,280 済
オーストラリア サウス・イースタン・オーストラリア GRN株式会社 3A-114 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 赤 ミディアムボディ ○ ○ 14.0% 750ｍｌ ハンバーグ、焼肉 全業態対象 1ケース（12本・混載可） ¥1,280 済
オーストラリア サウス・イースタン・オーストラリア GRN株式会社 3A-114 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 ○ ○ 14.0% 750ｍｌ ビーフシチュー、ハンバーグ 全業態対象 1ケース（12本・混載可） ¥1,740 済
オーストリア ブルゲンランド ワインハウスゲアハルト（株） ３F-110 エルフェンホーフ ゲルパームスカテラ 白 ライト 辛口 ○ 12.00% 750 ホテル・レストラン １ケース
オーストリア ブルゲンランド ワインハウスゲアハルト（株） ３F-110 エルフェンホーフ ゲヴュルツトラミネール 白 ライト 甘口 ○ 10.50% 750 ホテル・レストラン １ケース
ギリシャ クレタ島 JSRトレーディング株式会社 3O-111 ドュルファキス・ワイナリー エノトリア ヴィラナ、ソーヴィニヨンブラン、ミュスカ 白 ライト 辛口 ○ 13 750 30,000本 地中海料理、魚料理 ホテル・レストラン・小売 1本から ¥2,100 済
ギリシャ クレタ島 JSRトレーディング株式会社 3O-111 ドュルファキス・ワイナリー エノトリア リアティコ、コツィファリ、シラー 赤 ミディアム 辛口 ○ 13 750 30,000本 地中海料理、肉料理 ホテル・レストラン・小売 1本から ¥2,100 済
ギリシャ クレタ島 JSRトレーディング株式会社 3O-111 ドュルファキス・ワイナリー ダフニオス ヴィティアーノ 白 ライト 辛口 ○ 13 750 30,000本 地中海料理、魚料理 ホテル・レストラン・小売 1本から ¥3,000 済
ギリシャ クレタ島 JSRトレーディング株式会社 3O-111 ドュルファキス・ワイナリー ダフニオス リアティコ 赤 ミディアム 辛口 ○ 13 750 30,000本 地中海料理、肉料理 ホテル・レストラン・小売 1本から ¥3,200 済
スイス ヌーシャテル 株式会社ヌシャテラ 3N-111 Roger Sandz GEWURZTRAMINER ゲベルツトラミネール 白 フル 辛口 ○ 15.1 750 天ぷら・和食 ホテル・レストラン ６本 ¥4,900 済
スイス ヌーシャテル 株式会社ヌシャテラ 3N-111 Maison Carrée HAUTERIVE ピノノワール 赤 フル 辛口 ○ 13.2 750 肉料理 ホテル・レストラン ６本 ¥6,450 済
スイス ヌーシャテル 株式会社ヌシャテラ 3N-111 Maison Carrée PINOT GRIS ピノグリ 白 フル 辛口 ○ 13 750 魚料理 ホテル・レストラン ６本 ¥5,700 済
スイス ヌーシャテル 株式会社ヌシャテラ 3N-111 Boris Keller ASSEMBLAGE ガマレー/ガラノワール/ディオリノワール/ガマレー 赤 フル 辛口 ○ 13.9 750 肉料理 ホテル・レストラン ６本 ¥5,500 済
スイス ヌーシャテル 株式会社ヌシャテラ 3N-111 Boris Keller PINOT BLANC ピノブラン 白 フル 辛口 ○ 14.1 750 魚介類 ホテル・レストラン ６本 ¥3,500 済
スイス ヌーシャテル 株式会社ヌシャテラ 3N-111 Boris Keller NEUCATEL BLANC シャスラー 白 フル 辛口 ○ 12.4 750 和食 ホテル・レストラン ６本 ¥3,200 済
スペイン ルエダ アズマコーポレーション 3O-110 クアトロ ラヤス アグリコラ カステラーナ ナヴェ スール ヴェルデホ/ヴィウラ 白 ライト 辛口 12.5 750 魚/寿司 レストラン/小売/商社 12本 ¥1,550 済
スペイン バレンシア アズマコーポレーション 3O-110 ボデガス・エンゲラ フィンカ エンゲラ ブラン 　ヴェルディル 白 ライト 辛口 ○ 13 750 魚/寿司 レストラン/小売/商社 12本 ¥1,480 済
スペイン バレンシア アズマコーポレーション 3O-110 ボデガス・エンゲラ カスティーリョ デ エンゲラ クリアンサ モナストレル/テンプラニーリョ/シラー 赤 ミディアム 辛口 ○ 14 750 肉 レストラン/小売/商社 12本 ¥1,480 済
スペイン アサグラ ㈱トレードウインド ３A-111 マンサノスワイナリー ラブキャットブランコ ビウラ 白 辛口 ○  12.5 750ｍｌ ‐ 寿司・魚・煮野菜 小売り 12本 １，３００円

スペイン アサグラ ㈱トレードウインド ３A-111 マンサノスワイナリー ラブキャットティント テンプラニーリョ 赤 ライト ○ 13 750ml ‐ お肉料理全般 小売り 12本 １，３００円

スペイン リオハ ㈱トレードウインド ３A-111 マンサノスワイナリー スペシャルオケージョン テンプラニーリョ ガルナチャ・ビウラ 赤 ライト 13.5 750ml ‐ お肉・魚・デザート 小売り　 12本 １，８００円

スペイン リオハ ㈱トレードウインド ３A-111 マンサノスワイナリー ビニャマリチャラル テンプラニーリョ ガルナチャ・マスエロ 赤 ミディアム ○ １８ケ月 新樽 13.5 750ml ‐ お肉・魚・チーズ レストラン 12本 ３，０００円

スペイン リオハ ㈱トレードウインド ３A-111 マンサノスワイナリー フィンカマンサノス レセルバ テンプラニーリョ ガルナチャ・グラシアノ 赤 フルボディ ○ ２４ケ月 新・旧樽 13.5 750ml ‐ お肉・魚・チーズ レストラン 12本 ３，５００円

スペイン リオハ ㈱トレードウインド ３A-111 マンサノスワイナリー フィンカマンサノス ロサド テンプラニーリョ ガルナチャ・ビウラ ロゼ 辛口 13 750ml ‐ パエリア・肉・魚 レストラン 12本 １，８００円

スペイン アンポルダ ㈱トレードウインド ３A-111 テラレモタ カミーノ ガルナチャ・カベルネ シラー・テンプラニーリョ 赤 ミディアム ○ ○ １２ケ月 旧樽 14 750ml 60,000 赤肉のロースト・グリル パスタ・焼き鳥類 全般 レストラン 6本 １０，０００円

スペイン アンポルダ ㈱トレードウインド ３A-111 テラレモタ カミナンテ ガルナチャ・シャルドネ シュナンブラン 白 辛口 ○ ○ ８ケ月 旧樽 13.5 750ml 12,000 魚介類・白身肉 レストラン 6本 １０，０００円

スペイン アンポルダ ㈱トレードウインド ３A-111 テラレモタ タン ナトゥラル ガルナチャティンタ 赤 ライト ○ 12.5 750ml 4,000 肉のグリル・リブ レストラン 6本 ７，０００円

スペイン ラ・マンチャ地方 株式会社高野総本店 3N-110 Vinos COLOMAN ベサナ レアル・マカベオ マカベオ主体 白 ミディアム 辛口 - - - - 12.0% 750ml 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 済
スペイン ラ・マンチャ地方 株式会社高野総本店 3N-110 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 - - - - 12.5% 750ml 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 済
スペイン ラ・マンチャ地方 株式会社高野総本店 3N-110 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% 750ml 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 済
スペイン カスティーリャ・ラ・マンチャ州 GRN株式会社 3A-114 ボデガス・アル・スピーデ ラ・サングリア ブランコ アイレン 白 やや甘口 ○ ○ 7.0% 750ｍｌ 前菜全般、デザート類 全業態対象 1ケース（12本・混載可） ¥960 済
スペイン カスティーリャ・ラ・マンチャ州 GRN株式会社 3A-114 ボデガス・アル・スピーデ ラ・サングリア テンプラニーリョ 赤 やや甘口 ○ ○ 7.0% 750ｍｌ 前菜全般、デザート類 全業態対象 1ケース（12本・混載可） ¥960 済
スペイン オリエントコマース株式会社 3O-114 コルマド・カサ・ロラ/ロレア テンプラニーリョ、カヴェルネソーヴィニオン、メルロー サングリア（赤） 甘口 ○ 7% 750ｍｌ 小売、卸 1　ケース ¥2,300 済
スペイン オリエントコマース株式会社 3O-114 コルマド・カサ・ロラ/クラレア マスカット、アイリン サングリア（白） 甘口 ○ 7% 750ｍｌ 小売、卸 1　ケース ¥2,300 済
スペイン カタルーニャ州ペネデス オリエントコマース株式会社 3O-114 マスティネル マスティネル/ブリュット・レアル2009 マカベオ、パレリャーダ、チャレッロ スパークリング（白） 辛口 ○ 30ヶ月 12% 750ｍｌ 280,000本 食前酒 ホテル、レストラン 1　ケース ¥3,300 済
スペイン カタルーニャ州ペネデス オリエントコマース株式会社 3O-114 マスティネル マスティネル/ナチュレ・レアル2007 チャレッロ、マカベオ、パレリャーダ、シャルドネ スパークリング（白） 極辛口 ○ 42ヶ月 12% 750ｍｌ 30,000本 肉、魚 ホテル、レストラン 1　ケース ¥4,300 済
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スペイン バレンシア リードオフジャパン株式会社 3L-111 ビセンテ・ガンディア マルケス・デ・チベ テンプラニーリョ 赤 ミディアムボディ 辛口 ○ ○ 375ｍｌ キノコソテー、オムレツ、トンカツ 小売 3cs／12入 ¥600 済
スペイン バレンシア リードオフジャパン株式会社 3L-111 ビセンテ・ガンディア マルケス・デ・チベ ベルデホ 白 ライトボディ 辛口 ○ ○ 375ｍｌ アサリのワイン蒸し、パエリア、タコの唐揚げ 小売 3cs／12入 ¥600 済
スペイン カタルーニャ 株式会社朝日 3N-115 GONZARES　BYASS ジャン・ペリコ　カバ マカベオ/チャレッロ/パレリャーダ スパークリング・白 - 辛口 - - 11.5 750ml 5万本 食前酒・ハムやサラミ・魚介類 レストラン・居酒屋/ホテル/問屋/小売/その他 済
スペイン ＤＯカバ (有)アルコス 3Ｎ120 フェリクス・マサナ ブルット・ナトウレ　ＮＶ　 チャレロ、マカベオ、パレヤダ スパークリング（白） ライト 辛口 ○　 11.8 750 肉、魚、寿司、チーズ等 ホテル・レストラン/小売り 12 ¥3,500 済
スペイン ＤＯＣａ　リオハ (有)アルコス 3Ｎ120 ビニャ・イハルバ アロケ テンプラニヨ・　　　　　ガルナチャ ロゼ ライト 辛口 ○　 13 750 肉、寿司、野菜、チーズ等 ホテル・レストラン/小売り 12 ¥2,500 済
スペイン ＤＯリアス・バイシャス (有)アルコス 3Ｎ120 アティス・ボデガス＆ビニェドス シオン アルバリニョ 白 ライト 辛口 ○　 12.3 750 魚・寿司・和食全般 ホテル・レストラン/小売り 12 ¥3,600 済
スペイン 　　　ＤＯトロ (有)アルコス 3Ｎ120 キンタ・デ・ラ・キエトゥ コラル・デ・カンパナス ティンタ　デ　トロ 赤 ミディアム 辛口 ○　 15 750 肉、野菜、パテ、チーズ ホテル・レストラン/小売り 12 ¥3,800 済
スペイン 　　ＶＴカスティア・イ・レオン (有)アルコス 3Ｎ120 ボデガス・アバボル アバボル ベルデホ 白 ミディアム 辛口 ○　 14 750 パスタ、野菜、肉 ホテル・レストラン/小売り 12 ¥3,300 済
スペイン 　　ＤＯ　ビノス・デ・マドリード (有)アルコス 3Ｎ120 ボデガス・アンドレス・モラテ ボスケラ・ホーベン テンプラニヨ 赤 ライト 辛口 ○　 15 750 野菜、肉 ホテル・レストラン/小売り 12 ¥2,500 済
スペイン ＶＴカスティア (有)アルコス 3Ｎ120 フィンカ・ロス・アリハレス モスカテル・セコ モスカテル・デ・グラノ・メヌド 白 ライト 辛口 ○　 12.8 750 魚、寿司 ホテル・レストラン/小売り 12 ¥3,300 済
スペイン ＶＴカスティア (有)アルコス 3Ｎ120 フィンカ・ロス・アリハレス グラシアノ グラシアノ 赤 ミディアム 辛口 ○　 14.1 750 味噌、魚の照り焼き ホテル・レストラン/小売り 12 ¥3,300 済
スペイン ＤＯアリカンテ (有)アルコス 3Ｎ120 ラ・ボデガ・デ・ピノソ ベルマドール・ティント モナストレル、プティ・ベルド 赤 ライト 辛口 ○　 14 750 パスタ、パテ ホテル・レストラン/小売り 12 ¥2,000 済
スペイン ＤＯウティエル・レケナ (有)アルコス 3Ｎ120 ボデガス・ベガルファロ カプラシア・ティント ボバル、メルロ― 赤 ライト 辛口 ○　 13.3 750 シチュー類 ホテル・レストラン/小売り 12 ¥2,500 済
スペイン リアスバイシャス (株)コートーコーポレーション 3O-118 ボデガス・ラン サンチァゴ・ルイス ｱﾙﾊﾞﾘｰﾆｮ70%、ﾛｳﾚｲﾛ20%、ﾄﾚｲｼｬﾄﾞｩｰﾗ10% 白 フル 辛口 12.5 750 ¥5,500 済
スペイン ラマンチャ (株)コートーコーポレーション 3O-118 サガロン・ヴィノス・イ・ヴィニェドス ヴェルディナル シラー100% 赤 ミディアム 辛口 13.0 750 ¥1,400 済
スペイン カタルーニャ　ペネデス マルカイコーポレーション株式会社 3N-113 ヴァルフォルモッサ カヴァ　ムッサ・ブリュット・ナチューレ 【金賞】 ﾏｶﾍﾞｵ35%､ﾊﾟﾚﾘｬｰﾀﾞ35%､ﾁｬﾚｯﾛ30% スパークリング（白） 辛口 750 魚、寿司 ホテル・レストラン ¥1,480 済
スペイン カタルーニャ　ペネデス マルカイコーポレーション株式会社 3N-113 ヴァルフォルモッサ カヴァ　ムッサ・ブリュット  【金賞】 ﾏｶﾍﾞｵ35%､ﾊﾟﾚﾘｬｰﾀﾞ35%､ﾁｬﾚｯﾛ30% スパークリング（白） 辛口 750 魚、寿司 ホテル・レストラン・小売 ¥1,480 済
スペイン ラ・マンチャ マルカイコーポレーション株式会社 3N-113 ボデガス･ラトゥエ ガレルナ・シャルドネ ｼｬﾙﾄﾞﾈ100% 白 辛口 ○ ○ 750 魚、寿司 ホテル・レストラン・小売 ¥1,300 済
スペイン フミーリャ マルカイコーポレーション株式会社 3N-113 ﾎﾞﾃﾞｶﾞｽ・ｱﾙｾｰﾆｮ リオ・リロ　ブランコ ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ・ﾌﾞﾗﾝ50％、ｱｲﾚﾝ50％ 白 辛口 ○ 750 魚、寿司 ホテル・レストラン・小売 ¥1,250 済
スペイン ラ・マンチャ マルカイコーポレーション株式会社 3N-113 ボデガス･ラトゥエ ガレルナ・カベルネ・ソーヴィニヨン ｼｬﾙﾄﾞﾈ100% 赤 ミディアムボディ ○ ○ 750 肉 ホテル・レストラン・小売 ¥1,300 済
スペイン フミーリャ マルカイコーポレーション株式会社 3N-113 ﾎﾞﾃﾞｶﾞｽ・ｱﾙｾｰﾆｮ リオ・リロ　ティント ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ100% 赤 ミディアムボディ ○ 750 肉 ホテル・レストラン・小売 ¥1,250 済
中国 中華人民共和国甘粛省高台県 株式会社高野総本店 3N-110 Qilian Wine セミヨン アイスワイン セミヨン 白 フル 極甘口 ○ - - - 10.5% 500ml 300,000 アイスクリーム、月餅、四川風麻婆豆腐 全ての業種 地域によって異なります ¥2,381 済
中国 中華人民共和国甘粛省高台県 株式会社高野総本店 3N-110 Qilian Wine メルロー アイスワイン メルロー 赤 フル 極甘口 ○ - - - 11.5% 500ml 200,000 アイスクリーム、月餅、四川風麻婆豆腐 全ての業種 地域によって異なります ¥2,381 済
チリ マイポヴァレー リードオフジャパン株式会社 3L-111 ビニャ・タラパカ タラパカ　グランレゼルバ　ブラックラベル カベルネソーヴィニヨン 赤 フルボディ 辛口 ○ 16ヶ月 750ml 肉：骨付きラムグリル、ステーキ ホテル・レストラン 3cs／6入 ¥3,578 済
チリ マイポヴァレー リードオフジャパン株式会社 3L-111 ビニャ・タラパカ タラパカ　グランレゼルバ カベルネソーヴィニヨン 赤 フルボディ 辛口 ○ 12ヶ月 750ml ローストビーフ、ステーキ ホテル・レストラン 3cs／6入 ¥1,920 済
チリ マイポヴァレー リードオフジャパン株式会社 3L-111 ビニャ・タラパカ タラパカ　グランレゼルバ カルメネール 赤 フルボディ 辛口 ○ 6ヶ月 750ml 仔羊のロースト、ポークカツレツ ホテル・レストラン 3cs／6入 ¥1,920 済
チリ レイダヴァレー リードオフジャパン株式会社 3L-111 ビニャ・タラパカ タラパカ　グランレゼルバ シャルドネ 白 ミディアムボディ 辛口 ○ 6ヶ月 750ml ホタテのバターソテー、クリームパスタ ホテル・レストラン 3cs／6入 ¥1,920 済
チリ レイダヴァレー リードオフジャパン株式会社 3L-111 ビニャ・タラパカ タラパカ　グランレゼルバ ソーヴィニヨンブラン 白 ミディアムボディ 辛口 750ml サーモンのムニエル、ウニのパスタ ホテル・レストラン 3cs／6入 ¥1,920 済
チリ マイポヴァレー リードオフジャパン株式会社 3L-111 ビニャ・タラパカ タラパカ　グランタラパカ カベルネソーヴィニヨン 赤 ミディアムボディ 辛口 ○ 750ml ソーセージグリル、焼き肉 ホテル・レストラン 3cs／12入 ¥1,200 済
チリ カサブランカヴァレー リードオフジャパン株式会社 3L-111 ビニャ・タラパカ タラパカ　グランタラパカ シャルドネ 白 ミディアムボディ 辛口 ○ ○ 750ml 海老のがーニックソテー、ローストチキン ホテル・レストラン 3cs／12入 ¥1,200 済
チリ カチャポアル・バレー 株式会社朝日 3N-115 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 750ml 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 済
チリ カチャポアル・バレー 株式会社朝日 3N-115 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 750ml 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 済
チリ マウレ・バレー 株式会社朝日 3N-115 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 750ml 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 済
チリ カサブランカ・バレー 株式会社朝日 3N-115 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％ 13.5 750ml 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 済
チリ カサブランカ・バレー 株式会社朝日 3N-115 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 ○ - - 13 750ml 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 済
チリ マイポ・バレー 株式会社朝日 3N-115 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 750ml 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 済
チリ セントラル・バレー 株式会社朝日 3N-115 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 750ml 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 済
チリ セントラル・バレー 株式会社朝日 3N-115 ヴィスタマール ブリーサ シャルドネ 白 - 辛口 ○ - - 13 750ml 10万本 チキン・グラタン・白身魚のクリーム煮等 レストラン・居酒屋/ホテル/問屋/小売/その他 済
チリ セントラル・バレー 株式会社朝日 3N-115 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 375ml 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 済
チリ セントラル・バレー 株式会社朝日 3N-115 ヴィスタマール ブリーサ シャルドネ 白 - 辛口 ○ - - 13 375ml 3万本 チキン・グラタン・白身魚のクリーム煮等 レストラン・居酒屋/ホテル/問屋/小売/その他 済
チリ セントラル・バレー 株式会社朝日 3N-115 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 187ml 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

チリ セントラル・バレー 株式会社朝日 3N-115 ヴィスタマール ブリーサ シャルドネ 白 - 辛口 ○ - - 13 187ml 3万本 チキン・グラタン・白身魚のクリーム煮等 レストラン・居酒屋/ホテル/問屋/小売/その他

チリ セントラル・バレー 株式会社朝日 3N-115 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 750ml 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 済
チリ セントラル・バレー 株式会社朝日 3N-115 ヴィスタマール シンプリシティ シャルドネ 白 - 辛口 ○ - - 12.5 750ml 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 済
チリ 株式会社朝日 3N-115 ヴィーニャ・カサール・デ・ゴルチ スパークリング　ブリュット ミュスカ/ソーヴィニヨン・ブラン スパークリング・白 - 辛口 - - 11.5 750ml 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

チリ 株式会社朝日 3N-115 ヴィーニャ・カサール・デ・ゴルチ スパークリング　 ドゥミ・セック ソーヴィニヨン・ブラン/シャルドネ/ミュスカ スパークリング・白 - 中辛口 - - 11.5 750ml 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

チリ 株式会社朝日 3N-115 ヴィーニャ・カサール・デ・ゴルチ スパークリング　ロゼ ストロベリーフレーバー 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 750ml デザート・チーズ・果物 レストラン・居酒屋/ホテル/問屋/小売/その他

チリ マウレ・ヴァレー 株式会社　カーヴ 3Ａ-115 カーサ・ドノーソ パルミラ　カルメネール カルメネール 赤 ミディアム ○ 13 750 ピーマンの肉詰め 小売、商社 1ケース/12本（混載不可） ¥1,300 済
チリ マウレ・ヴァレー 株式会社　カーヴ 3Ａ-115 カーサ・ドノーソ パルミラ　ソーヴィニヨン・ブラン ソーヴィニヨン・ブラン 白 辛口 13 750 サーモンマリネ 小売、商社 1ケース/12本（混載不可） ¥1,300 済
ドイツ プファルツ JSRトレーディング株式会社 3O-111 フィリップ・クーン リースリング・トラディション リースリング 白 ミディアム 辛口 ○ 12.5 750 30,000本 寿司、ムニエル ホテル・レストラン・小売 1本から ¥3,200 済
ドイツ プファルツ JSRトレーディング株式会社 3O-111 フィリップ・クーン シュペートブルグンダー・トラディション シュペートブルグンダー 赤 ミディアム 辛口 ○ 12 旧 12.5 750 24,000本 和食、出汁料理 ホテル・レストラン・小売 1本から ¥4,200 済
ドイツ ヴュルテンベルク 株式会社Office-KOBY 3F-111 レゲント・オーガニック レゲント 赤 フルボディ 辛口 ○ ○ ○ 9か月 旧樽 13 750 8,000 パスタ、炒めた野菜料理 ホテル・レストラン/小売/商社/その他 6本 ¥2,000 済。
ドイツ ヴュルテンベルク 株式会社Office-KOBY 3F-111 ロゼワイン・オーガニック ピノ・ムニエ、 ピノ・ノワール ロゼ ライト 半辛口 ○ ○ 11.5 750 8,000 魚、炒めた野菜料理、軽めの肉料理 ホテル・レストラン/小売/商社/その他 6本 ¥2,000 済。
ドイツ ヴュルテンベルク 株式会社Office-KOBY 3F-111 リースリング・オーガニック リースリング 白 ミディアム 辛口 ○ ○ 12 750 8,000 魚、炒めた野菜料理、軽めの肉料理 ホテル・レストラン/小売/商社/その他 6本 ¥2,000 済。
ドイツ ヴュルテンベルク 株式会社Office-KOBY 3F-111 ピノ・ノワール　ドライ ピノ・ノワール 赤 フルボディ 辛口 ○ ○ 9か月 旧樽 14 750 10,000 スパイシを効かせたパスタ料理やラム、鹿肉料理 ホテル・レストラン/小売/商社/その他 6本 ¥2,100 済。
ドイツ ヴュルテンベルク 株式会社Office-KOBY 3F-111 レンベルガー　ドライ レンベルガー 赤 フルボディ 辛口 ○ ○ 9か月 旧樽 12.5 750 10,000 重めのソースを使うなど、ややしっかりとした料理 ホテル・レストラン/小売/商社/その他 6本 ¥2,100 済
ドイツ ヴュルテンベルク 株式会社Office-KOBY 3F-111 ピノ・ブラン　ドライ ピノ・ブラン 白 ミディアム 辛口 ○ 12.5 750 10,000 アスパラガス、魚介類、チーズ ホテル・レストラン/小売/商社/その他 6本 ¥2,100 済。
ドイツ ヴュルテンベルク 株式会社Office-KOBY 3F-111 リースリング　ドライ リースリング 白 ミディアム 辛口 ○ 12 750 10,000 鳥料理、新鮮な生野菜 ホテル・レストラン/小売/商社/その他 6本 ¥2,100 済。
ドイツ ヴュルテンベルク 株式会社Office-KOBY 3F-111 オクタヴィオ レンベルガー、 カベルネ・ソーヴィニヨン 赤 フルボディ 辛口 ○ 18か月 新樽（バリック） 14 750 1,000 重めのソースを使うなど、ややしっかりとした料理 ホテル・レストラン/小売/商社/その他 6本 ¥4,500 済。
ドイツ ヴュルテンベルク 株式会社Office-KOBY 3F-111 レンベルガー・スパークリング レンベルガー スパークリング(赤） フルボディ 辛口 12.5 750 5,000 ダーク・チョコレート、イチゴのシャーベット ホテル・レストラン/小売/商社/その他 6本 ¥2,300 済。
ドイツ ヴリュテンベルク 株式会社Office-KOBY 3F-111 ピノ・ムニエ・スパークリング　ロゼ ピノ・ムニエ スパークリング(ロゼ） ミディアム 辛口 13 750 5,000 食前酒として、サラダとともに ホテル・レストラン/小売/商社/その他 6本 ¥2,300 済。
ドイツ Rheinhessen Wines of Germany 日本オフィス 3F-111 Weingut Weinreich GbR Spätburgunder Red trocken 12,5 %vol. 750ｍｌ
ドイツ Pfalz Wines of Germany 日本オフィス 3F-111 Weingut Harald und Jürgen Krebs GbR "Gross" Freinsheimer Oschelskopf Spätburgunder Red trocken 13,5 %vol. 750ｍｌ
ドイツ Rheinhessen Wines of Germany 日本オフィス 3F-111 Weingut Dautermann Ingelheimer Sonnenhang Spätburgunder Red trocken 14%vol. 750ｍｌ
ドイツ Pfalz Wines of Germany 日本オフィス 3F-111 Weingut Stefan Meyer Weißer Burgunder White trocken 12,5 %vol. 750ｍｌ
ドイツ Franken Wines of Germany 日本オフィス 3F-111 Weingut Scheuring Silvaner White trocken 12,5 %vol. 750ｍｌ
ドイツ Rheinhessen Wines of Germany 日本オフィス 3F-111 Weingut Thörle GbR Riesling White trocken 12,0 %vol. 750ｍｌ
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ドイツ Rheinhessen Wines of Germany 日本オフィス 3F-111 Weingut Frey Riesling White trocken 13 %vol. 750ｍｌ
ドイツ Pfalz Wines of Germany 日本オフィス 3F-111 Weingut Hanewald-Schwerdt Leistadter Riesling White trocken 12,5 %vol. 750ｍｌ
ドイツ Pfalz Wines of Germany 日本オフィス 3F-111 Reh Kendermann GmbH Weinkellerei Kalkstein Riesling White trocken 12,5 %vol. 750ｍｌ
ドイツ ファルツ ワインキュレーション 株式会社 3F-111 アイマン ブラン・ド・ノワール・ゼクト　エクストラ・ブリュット シュペートブルグンダー 泡白 トロッケン 750ｍｌ ¥4,000
ドイツ フランケン 株式会社 八田 3F-111 ユリウスシュピタール醸造所 ヴュルツブルガー　シュタイン　ジルヴァーナー　トロッケン　エアステ　ラーゲ ジルヴァーナー 白 トロッケン 750ｍｌ ¥4,320
ドイツ バーデン ヘレンベルガー・ホーフ 株式会社 3F-111 フーバー フーバー　ヴァイサーブルグンダー ヴァイスブルグンダー 白 トロッケン 750ｍｌ ¥4,104
ドイツ ミッテルライン ヘレンベルガー・ホーフ 株式会社 3F-111 ラッツェンベルガー バッハラッハー　リースリング　カビネット　ファインヘルプ リースリング 白 ファインヘルプ 750ｍｌ ¥2,808
ドイツ ラインガウ エノテカ 株式会社 3F-111 シュロス・フォルラーツ クーベーアー・トロッケン・エステート・リースリング リースリング 白 トロッケン 750ｍｌ ¥2,808
ドイツ ファルツ 株式会社 モトックス 3F-111 ヴァイングート・フォン・ウィニング フォン・ウィニングリースリング トロッケン Q.b.A. リースリング 白 トロッケン 750ｍｌ ¥2,430
ドイツ ファルツ JSRトレーディング 株式会社 3F-111 フィリップ・クーン リースリング・トラディション リースリング 白 トロッケン 750ｍｌ ¥3,456
ドイツ モーゼル 株式会社 ラシーヌ 3F-111 アダム リースリング ドローナー リースリング 白 ハルプトロッケン 750ｍｌ ¥3,890
ドイツ バーデン ワインキュレーション 株式会社 3F-111 ブルグ・ラベンスブルグ ブラウフレンキッシュ（レンベルガー） レンベルガー 赤 トロッケン 750ｍｌ ¥3,200
ドイツ ラインガウ 合同会社 みやび 3F-111 バルタザール・レス フォン・ウンゼルム　ラインガウ　ピノ・ノワール シュペートブルグンダー 赤 トロッケン 750ｍｌ ¥3,180
ドイツ アール  株式会社 ザート・トレーディング 3F-111 ヴァイングート・ジャン・シュトッデン レッヒャー・ヘレンベルグ・シュペートブルグンダー シュペートブルグンダー 赤 トロッケン 750ｍｌ ¥9,698
ドイツ ヴュルテンベルク  株式会社 ザート・トレーディング 3F-111 ヴァイングート・ダウテル シュペートブルグンダー・ カルクシューペン GG シュペートブルグンダー 赤 トロッケン 750ｍｌ ¥11,286
ドイツ バーデン  株式会社 ザート・トレーディング 3F-111 ヴァイングート・シュナイダー シュペートブルグンダー・ロート・トロッケンC★★★ シュペートブルグンダー 赤 トロッケン 750ｍｌ ¥11,988
ドイツ モーゼル 株式会社 ラシーヌ 3F-111 アダム ホーフベルク　ファインヘルプ リースリング 白 ファインヘルプ 750ｍｌ ¥4,430
ドイツ モーゼル ヴァインベルク 3F-111 ファルケンシュタイン ヘレンベルク　リースリング　ファインヘルプ リースリング 白 ファインヘルプ 750ｍｌ ¥3,671
ドイツ pfalz ワインマッハ      3F-111 DIE WEINMACHER GMBH Blue Fish Pinot Gris　dry Pinot Gris 白 辛口 ○ 13 750ml 白身魚のハーブ蒸し、チキンの香草焼き等 ホテル、レストラン、小売 12／本 ¥2,500
ドイツ pfalz ワインマッハ      3F-111 DIE WEINMACHER GMBH Blue Fish Original Riesling trocken Riesling 白 辛口 ○ 11.5 750ml 餃子、豚のコンフィ ホテル、レストラン、小売 12／本 ¥2,500
ドイツ pfalz ワインマッハ      3F-111 DIE WEINMACHER GMBH Blue Fish Spätburgunder trocken　 Spätburgunder 赤 ミディアム 辛口 ○ 13 750ml ボロネーゼパスタ、ラタトゥーユ等 ホテル、レストラン、小売 12／本 ¥2,500
ドイツ pfalz ワインマッハ      3F-111 DIE WEINMACHER GMBH Blue Fish Riesling sweet Riesling 白 甘口 ○ 10 750ml 豚の角煮 ホテル、レストラン、小売 12／本 ¥3,500
ドイツ pfalz ワインマッハ      3F-111 DIE WEINMACHER GMBH Deidesheimer Hofstück Riesling Kabinett halbtrocken Riesling 白 中辛口 ○ 12 750ml すき焼き、カレイの煮付け ホテル、レストラン、小売 12／本 ¥2,800
ドイツ pfalz ワインマッハ      3F-111 DIE WEINMACHER GMBH ZEN Garden Riesling medium sweet Riesling 白 やや甘口 ○ 11 750ml 焼き鳥、天ぷら ホテル、レストラン、小売 12／本 ¥2,500
ドイツ pfalz ワインマッハ      3F-111 DIE WEINMACHER GMBH Spätburgunder brut Tradition Sekt Rose Spätburgunder スパークリング/ロゼ 辛口 12.5 750ml バターやオイルを使った魚 ホテル、レストラン、小売 12／本 ¥3,500
ドイツ pfalz ワインマッハ      3F-111 DIE WEINMACHER GMBH Riesling CLASSIC,Harmonisch trocken Riesling 白 辛口 ○ 11.5 750ml クリーム系パスタ、フライ料理 ホテル、レストラン、小売 12／本 ¥2,800
ドイツ pfalz ドイチェス ワイントア/株式会社トーホー 3F-111 DEUTSCHES WEINTOR EG Symphonie Sauvignon Blanc trocken Sauvignon Blanc 白 辛口 ○ 13 750ml カルパッチョなど生の魚、天ぷら ホテル、レストラン、小売 12／本 ¥3,500
ドイツ pfalz ドイチェス ワイントア/株式会社トーホー 3F-111 DEUTSCHES WEINTOR EG Symphonie Gewürztraminer lieblich Gewürztraminer 白 甘口 ○ 10.5 750ml 蒸した魚料理、香辛料の効いた鶏のグリル ホテル、レストラン、小売 12／本 ¥3,500
ドイツ pfalz ドイチェス ワイントア/株式会社トーホー 3F-111 DEUTSCHES WEINTOR EG E○clusive Weißburgunder trocken Weißburgunder 白 辛口 ○ 12.5 750ml ポークソテー、中華料理 ホテル、レストラン、小売 12／本 ¥2,400
ドイツ pfalz ドイチェス ワイントア/株式会社トーホー 3F-111 DEUTSCHES WEINTOR EG E○clusive Sauvignon Blanc Sauvignon Blanc 白 辛口 ○ 12 750ml トマト系パスタ ホテル、レストラン、小売 12／本 ¥2,400 済
ドイツ pfalz ドイチェス ワイントア/株式会社トーホー 3F-111 DEUTSCHES WEINTOR EG E○clusive Dornfelder trocken Dornfelder 赤 ミディアム 辛口 ○ 新 13 750ml すき焼き、牛肉ロースト、ジビエ料理 ホテル、レストラン、小売 12／本 ¥2,400
ドイツ pfalz ドイチェス ワイントア/株式会社トーホー 3F-111 DEUTSCHES WEINTOR EG  Pfälzer Dornfelder trocken Dornfelder 赤 ミディアム 辛口 ○ 新 13 750ml すき焼き、牛肉ロースト、ジビエ料理 ホテル、レストラン、小売 12／本 ¥2,700
ドイツ pfalz ドイチェス ワイントア/株式会社トーホー 3F-111 DEUTSCHES WEINTOR EG E○clusive Rivaner/Sauvignon Blanc halbtrocken Rivaner/Sauvignon Blanc 白 中辛口 ○ 11.5 750ml 天ぷら、魚のフライ料理 ホテル、レストラン、小売 12／本 ¥2,400
ドイツ pfalz ドイチェス ワイントア/株式会社トーホー 3F-111 DEUTSCHES WEINTOR EG Symphonie Spätburgunder trocken Spåtburgunder 赤 ミディアム 辛口 ○ 新 13 750ml ビーフシチュー、パテ等 ホテル、レストラン、小売 12／本 ¥3,500
ドイツ pfalz ドイチェス ワイントア/株式会社トーホー 3F-111 DEUTSCHES WEINTOR EG E○clusive Riesling trocken Riesling 白 辛口 ○ 12 250ml 魚介類のアクアパッツァ ホテル、レストラン、小売 20／本 ¥800
ドイツ pfalz ドイチェス ワイントア/株式会社トーホー 3F-111 DEUTSCHES WEINTOR EG E○clusive Dornfelder trocken Dornfelder 赤 ミディアム 辛口 ○ ○ 新 13 250ml すき焼き、チョコレートケーキ ホテル、レストラン、小売 20／本 ¥800
ドイツ ラインガウ 株式会社八田 3F-111 クロスター・エーベルバッハ国立醸造所 クロスター・エーベルバッハ・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 済
ドイツ ラインガウ 株式会社八田 3F-111 ゲー・ハー・フォン・マム 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 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 済
ドイツ ファルツ 株式会社八田 3F-111 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 フル 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 済
ドイツ フランケン 株式会社八田 3F-111 ユリウスシュピタール ユリウスシュピタール・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 ○ 13.5 750 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 済
ドイツ ファルツ 株式会社八田 3F-111 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 済
ドイツ ラインガウ 株式会社八田 3F-111 ゲー・ハー・フォン・マム フィフティー・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 済
ドイツ モーゼル 株式会社八田 3F-111 トリアー慈善連合協会 ホスピティエン・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 ○ 11 750 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 ¥2,700 済
ドイツ ラインヘッセン 株式会社八田 3F-111 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 済
ドイツ ファルツ 株式会社八田 3F-111 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 ○ ○ 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 ¥3,600 済
ドイツ ラインガウ 株式会社八田 3F-111 クロスター・エーベルバッハ国立醸造所 シュタインベルガー・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 ○ 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 ¥3,500 済
ドイツ (株)コートーコーポレーション 3O-118 ラング―ト アイス・キャット トレッビアーノ55%   アイレン45% スパークリング（白） ライト 甘口 10.5 750 ¥2,600 済
ドイツ ファルツ マルカイコーポレーション株式会社 3N-113 ルドルフ ・ミューラー バニー・リースリング ﾄﾚｯﾋﾞｱｰﾉ･ﾀﾞﾌﾞﾙｯﾂｫ70%、ﾍﾟｺﾘｰﾉ15%,､ｼｬﾙﾄﾞﾈ15% 白 中甘口 750 魚、寿司 ホテル・レストラン・小売 ¥1,250 済
ドイツ バーデン マルカイコーポレーション株式会社 3N-113 ヴァイングート・ハイトリンガー ハイトリンガー･カペッレ　グランクリュ ピノ・ブラン　オーガニック ﾋﾟﾉ･ﾌﾞﾗﾝ100% 白 辛口 ○ ○ ○ 約8ヶ月 新樽比率30% 750 魚、寿司 ホテル・レストラン ¥3,950 済
ドイツ バーデン マルカイコーポレーション株式会社 3N-113 ヴァイングート・ハイトリンガー ハイトリンガー･クーニクスベッヒャー グランクリュ ピノ・ノワール　オーガニック ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ100% 赤 ミディアムボディ ○ ○ ○ 約10ヶ月 旧 750 肉 ホテル・レストラン ¥4,200 済
ドイツ ファルツ ワインハウスゲアハルト（株） ３F-110 ウェルトアックス 白 ライト 甘口 ○ 10.50% 750 ホテル・レストラン １ケース
ドイツ ラインヘッセン ワインハウスゲアハルト（株） ３F-110 ヤコブ・ゲアハルト 神様の滴 オルテガ 白 ライト 甘口 ○ 10.50% 750 ホテル・レストラン １ケース
ニュージーランド マールボロ カミマル株式会社 3O-120 Allan Scott Family Wine Makers Cecilia Vintage Chardonnay 白スパークリング 辛口 ○ ○ 750 シーフード 飲食店・小売・卸 12本より送料料 ¥2,940 済
ニュージーランド マールボロ カミマル株式会社 3O-120 Allan Scott Family Wine Makers Cecilia Rose Pinot Noir ロゼスパークリング 辛口 ○ ○ 750 シーフード 飲食店・小売・卸 12本より送料料 ¥2,784 済
ニュージーランド マールボロ カミマル株式会社 3O-120 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 済
ニュージーランド マールボロ カミマル株式会社 3O-120 Allan Scott Family Wine Makers Generations Pinot Noir 赤 ミディアム 辛口 ○ ○ 12ヶ月 750 肉 飲食店・小売・卸 12本より送料料 ¥3,107 済
ニュージーランド マールボロ カミマル株式会社 3O-120 Allan Scott Family Wine Makers Generations Gewurztraminer 白 辛口 ○ 750 シーフード 飲食店・小売・卸 12本より送料料 ¥1,951 済
ニュージーランド セントラルオタゴ カミマル株式会社 3O-120 Allan Scott Family Wine Makers Scott Base 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 ¥3,107 済
ニュージーランド セントラルオタゴ カミマル株式会社 3O-120 Peregrine Wine Peregrine Chardonnay 白 辛口 ○ ○ 10 750 シーフード 飲食店・小売・卸 12本より送料料 ¥3,415 済
ニュージーランド セントラルオタゴ カミマル株式会社 3O-120 Peregrine Wine Peregrine Sauvignon Blanc 白 辛口 ○ ○ 750 シーフード 飲食店・小売・卸 12本より送料料 ¥2,911 済
ニュージーランド セントラルオタゴ カミマル株式会社 3O-120 Peregrine Wine Mohua Pinot Noir 赤 ミディアム 辛口 ○ ○ 10 750 肉 飲食店・小売・卸 12本より送料料 ¥3,253 済
ニュージーランド セントラルオタゴ カミマル株式会社 3O-120 Peregrine Wine Mohua 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 済
ニュージーランド カピティ・コースト カミマル株式会社 3O-120 Ohau Wines Ohau River 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 済
ニュージーランド カピティ・コースト カミマル株式会社 3O-120 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 済
ニュージーランド サウス・アイランド / マールボロ GRN株式会社 3A-114 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 ○ 12.5% 750ｍｌ 魚介類のマリネ、お寿司 全業態対象 1ケース（12本・混載可） ¥2,300 済
ニュージーランド サウス・アイランド / ワイパラ・ヴァレー GRN株式会社 3A-114 シャーウッド・エステート ストラタム リースリング リースリング 白 やや甘口 ○ 12.0% 750ｍｌ クリーム系のパスタ、エスニック料理 全業態対象 1ケース（12本・混載可） ¥2,100 済
ニュージーランド サウス・アイランド / ワイパラ・ヴァレー GRN株式会社 3A-114 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 赤 ミディアムボディ ○ ○ 13.0% 750ｍｌ サーモンのグリル、焼き鳥、ラタトゥイユ 全業態対象 1ケース（12本・混載可） ¥2,300 済
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ニュージーランド サウス・アイランド / セントラル・オタゴ GRN株式会社 3A-114 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 白 辛口 ○ 13.0% 750ｍｌ 舌平目のカルパッチョ、シーフードサラダ 全業態対象 1ケース（12本・混載可） ¥4,200 済
ニュージーランド サウス・アイランド / セントラル・オタゴ GRN株式会社 3A-114 プロフェッツ・ロック プロフェッツ・ロック ドライ・リースリング ドライ・リースリング 白 辛口 ○ 12.5% 750ｍｌ シーフードサラダ、鴨肉 全業態対象 1ケース（12本・混載可） ¥4,300 済
ニュージーランド サウス・アイランド / セントラル・オタゴ GRN株式会社 3A-114 プロフェッツ・ロック プロフェッツ・ロック ピノ・ノワール ピノ・ノワール 赤 ミディアムボディ ○ 13.5% 750ｍｌ ラム肉のステーキ、フォアグラのソテ 全業態対象 1ケース（12本・混載可） ¥5,900 済
ニュージーランド マールボロ 株式会社サザンクロス 3A-112 インヴィーヴォ インヴィーヴォ　マールボロ　スパークリング　ソーヴィニヨンブラン　NV ソーヴィニヨンブラン スパークリング ミディアム 辛口 13 750 バラ混載 ¥2,500 済
ニュージーランド マールボロ 株式会社サザンクロス 3A-112 インヴィーヴォ マナ　バイ　インヴィーヴォ　マールボロ　ソーヴィニヨンブラン　2016 ソーヴィニヨンブラン 白 ミディアム 辛口 ○ 12.5 750 バラ混載 OPEN(1600̃1700) 済
ニュージーランド ギズボーン 株式会社サザンクロス 3A-112 インヴィーヴォ マナ　バイ　インヴィーヴォ　ギズボーン　シャルドネ　2016 シャルドネ 白 ミディアム 辛口 ○ ○ 発酵時 旧 750 バラ混載 OPEN(1800^1900) 済
ニュージーランド マールボロ＆セントラルオタゴ 株式会社サザンクロス 3A-112 インヴィーヴォ マナ　バイ　インヴィーヴォ　ピノノワール　2015 ピノノワール 赤 ミディアム 辛口 ○ ○ １１ヶ月 旧 13.4 750 バラ混載 OPEN(2000̃2100) まもなく

ニュージーランド マールボロ 株式会社サザンクロス 3A-112 インヴィーヴォ インヴィーヴォ　マールボロ　ソーヴィニヨンブラン　2016 ソーヴィニヨンブラン 白 ミディアム 辛口 ○ 12.5 750 バラ混載 ¥2,200 済
ニュージーランド マールボロ 株式会社サザンクロス 3A-112 インヴィーヴォ インヴィーヴォ　マールボロ　ソーヴィニヨンブラン　ハーフ　2016 ソーヴィニヨンブラン 白 ミディアム 辛口 ○ 12.5 375 バラ混載 ¥1,300 済
ニュージーランド ギズボーン 株式会社サザンクロス 3A-112 インヴィーヴォ インヴィーヴォ　ギズボーン　シャルドネ　2016 シャルドネ 白 ミディアム 辛口 ○ ○ 発酵時 旧 13 750 バラ混載 ¥2,200 済
ニュージーランド セントラルオタゴ 株式会社サザンクロス 3A-112 インヴィーヴォ インヴィーヴォ　セントラルオタゴ　ピノノワール　2014 ピノノワール 赤 ミディアム 辛口 ○ ○ １２ヶ月 併用 14.2 750 バラ混載 ¥3,900 済
ブラジル リオグランデ・ド・スル州 株式会社Drink of Brasil 3N-118 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 ¥1,600 済
ブラジル リオグランデ・ド・スル州 株式会社Drink of Brasil 3N-118 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 ¥1,600 済
ブラジル リオグランデ・ド・スル州 株式会社Drink of Brasil 3N-118 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 ¥3,000 済
ブラジル リオグランデ・ド・スル州 株式会社Drink of Brasil 3N-118 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 ¥3,000 済
ブラジル リオグランデ・ド・スル州 株式会社Drink of Brasil 3N-118 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 ¥3,000 済
ブラジル リオグランデ・ド・スル州 株式会社Drink of Brasil 3N-118 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 ¥3,000 済
ブラジル リオグランデ・ド・スル州 株式会社Drink of Brasil 3N-118 サルトン クラシック　リースリンングイタリコ リースリング・イタリコ 白 ミディアム 辛口 ○ ３ヶ月 13% 750 白身肉、鳥料理、魚料理、スープ、マイルドチーズ ¥3,000 済
ブラジル リオグランデ・ド・スル州 株式会社Drink of Brasil 3N-118 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 ¥4,000 済
ブラジル リオグランデ・ド・スル州 株式会社Drink of Brasil 3N-118 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 ¥4,000 済
ブラジル リオグランデ・ド・スル州 株式会社Drink of Brasil 3N-118 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 ¥4,000 済
ブラジル リオグランデ・ド・スル州 株式会社Drink of Brasil 3N-118 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 ¥4,000 済
ブラジル リオグランデ・ド・スル州 株式会社Drink of Brasil 3N-118 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 ¥4,000 済
ブラジル リオグランデ・ド・スル州 株式会社Drink of Brasil 3N-118 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 ¥3,500 済
ブラジル リオグランデ・ド・スル州 株式会社Drink of Brasil 3N-118 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 ¥3,500 済
ブラジル リオグランデ・ド・スル州 株式会社Drink of Brasil 3N-118 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 ¥5,000 済
ブラジル リオグランデ・ド・スル州 株式会社Drink of Brasil 3N-118 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 ¥10,000 済
フランス シャンパーニュ アズマコーポレーション 3O-110 オートレオー・ド・シャンピヨン ルアレ デボルド ブリュット ピノムニエ/ピノノワール スパークリング（白） ミディアム 辛口 12 750 300000本 寿司/魚 レストラン/小売/商社 12本 ¥3,870 済
フランス ブルゴーニュ アズマコーポレーション 3O-110 ドメーヌ・ド・ピス・ルー シャブリ シャルドネ 白 ライト 辛口 12 750 魚/寿司 レストラン/小売/商社 12本 ¥2,680 済
フランス 南西地方 アズマコーポレーション 3O-110 ヴィノヴァリー アンジュ ブラン ソーヴィニヨンブラン/グルナッシュブラン/ミュスカ 白 ライト 辛口 12.5 750 魚/寿司 レストラン/小売/商社 12本 ¥1,570 済
フランス 南西地方 アズマコーポレーション 3O-110 ヴィノヴァリー デーモンノワール マルベック 赤 ミディアム 辛口 13 750 肉 レストラン/小売/商社 12本 ¥1,570 済
フランス ルーション アズマコーポレーション 3O-110 ドメーヌ・ラファージュ ノヴェラム　シャルドネ シャルドネ 白 ミディアム 辛口 13 750 魚 レストラン/小売/商社 12本 ¥1,650 済
フランス ラングドック アズマコーポレーション 3O-110 ドメーヌ・バサック トランキル　ブラン ソーヴィニヨンブラン/グルナッシュブラン/ミュスカ 白 ミディアム 辛口 ○ 12.5 750 魚/寿司 レストラン/小売/商社 12本 ¥1,680 済
フランス ラングドック アズマコーポレーション 3O-110 ドメーヌ・バサック トランキル　ルージュ メルロー/グルナッシュ/カベルネソーヴィニヨンブラン 赤 ミディアム 辛口 ○ 13 750 肉／魚／寿司 レストラン/小売/商社 12本 ¥1,680 済
フランス ボジョレ（モルゴン） TKフィールド株式会社 3L-112 ヴィニョーブル・ビュリヤ モルゴン ガメイ100％ 赤 ミディアム 辛口 ○ ○ 4か月 12.50% 750 肉、チーズ レストラン、ホテル 12本 ¥3,600
フランス プロヴァンス（バンドール） TKフィールド株式会社 3L-112 シャトー・ギレム・トゥルニエ ラ・マリッソンヌ ムールヴェードル、グルナッシュ 赤 フル 辛口 ○ ○ 18か月以上 14% 750 赤身肉のステーキ レストラン、ホテル 12本 ¥4,800 済
フランス ロワール（アンジュ） TKフィールド株式会社 3L-112 ドメーヌ・レ・グランド・ヴィーニュ ラ・ヴァレンヌ・ド・コンブル シュナン100％ 白 ミディアム 辛口 ○ ○ 10か月 12.7 750 魚介、鶏肉、中華 レストラン、ホテル 12本 ¥4,200 済
フランス ラングドック（コルビエール） TKフィールド株式会社 3L-112 シャトー・オーリス キュヴェ・サンジュリアン・ブラン マルサンヌ、グルナッシュ・ブラン 白 ミディアム 辛口 ○ 14% 750 魚、鶏肉 レストラン、ホテル 12本 ¥2,500
フランス プロヴァンス（コート・ド・プロヴァンス） TKフィールド株式会社 3L-112 シャトー・ガスキ キュヴェ・シリス・ロゼ 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 サラダ、魚介類 レストラン、ホテル １２本 ¥2,500
フランス シャンパーニュ TKフィールド株式会社 3L-112 シャンパーニュ・ジーパー フランソワデュボワ・キュヴェナチュレル シャルドネ、ピノノワール シャンパーニュ（白） ライト 辛口 ○ 12% 750 前菜、サラダ レストラン、ホテル 12本 ¥6,500
フランス ボルドー リードオフジャパン株式会社 3L-111 ラ・ローズ ヴェルレーヌ ラ・ローズ ヴェルレーヌ カベルネソーヴィニヨン 赤 ミディアムボディ 辛口 ○ 750ml すき焼き、チーズ レストラン・小売 3cs／12入 ¥1,500 済
フランス ボルドー リードオフジャパン株式会社 3L-111 ラ・ローズ ヴェルレーヌ ラ・ローズ ヴェルレーヌ ソーヴィニヨンブラン・セミヨン 白 ミディアムボディ 辛口 ○ 750ml カルパッチョ、鮮魚の香草焼き レストラン・小売 3cs／12入 ¥1,500 済
フランス ラングドック リードオフジャパン株式会社 3L-111 ルート・デュ・ソレイユ ルート・デュ・ソレイユ シラー・グルナッシュ・メルロー 赤 ミディアムボディ 辛口 ○ ○ 750ml チキンカツ、ポークジンジャー、ギョウザ 小売 3cs／12入 ¥1,150 済
フランス ラングドック リードオフジャパン株式会社 3L-111 ルート・デュ・ソレイユ ルート・デュ・ソレイユ ソーヴィニヨンブラン・セミヨン 白 ライトボディ 辛口 ○ ○ 750ml 魚介のフリット、ササミサラダ、魚介のマリネ 小売 3cs／12入 ¥1,150 済
フランス シャンパーニュ地方 株式会社ルーツプロモーション 3A-110 アイ村 COLLET シャルドネ、ピノ・ノワール、ピノ・ムニエ シャンパーニュ 辛口 12.5% 750ml ホテル・レストラン・バー 1本～ 済
フランス ブルゴーニュ地方　シャブリ地区 株式会社朝日 3N-115 - クロード・メルシエ シャルドネ 白 - 辛口 - - 12 750ml 1万本 魚料理全般・鶏肉料理全般 レストラン・居酒屋/ホテル/問屋/小売/その他 済
フランス バンドール (株)コートーコーポレーション 3O-118 デュペレ・バレラ バンドール　　　　　　　キュヴェ インディア ﾑｰﾙｳﾞｪｰﾄﾞﾙVV85%,ｻﾝｿｰ･ｸﾞﾙﾅｯｼｭ15% 赤 フル 辛口 ○ 24ヶ月 1/3が新樽、1/3がロマネコンティの中古樽、1/3がChイケムの中古樽を使用 14.0 750 ¥4,830 済
フランス コニャック (株)コートーコーポレーション 3O-118 メゾン・ヴィユベール ジ―ヴァイン　フロレゾン ユニブラン 40.0 700 ¥6,200 済
フランス シャンパーニュ マルカイコーポレーション株式会社 3N-113 ヴーヴ・レイエ ヴーヴ・レイエ　ブリュット ｼｬﾙﾄﾞﾈ33%、ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ33%､ﾋﾟﾉ･ﾑﾆｴ33% スパークリング（白） 辛口 750 魚、寿司 小売 ¥3,800 済
フランス ロワール　トゥーレーヌ マルカイコーポレーション株式会社 3N-113 リオネル・ゴソーム レ・ソーテレル・トゥーレーヌ・ソーヴィニヨン・ブラン ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ・ﾌﾞﾗﾝ100% 白 辛口 750 魚、寿司 ホテル・レストラン ¥2,000 済
フランス ロワール　 マルカイコーポレーション株式会社 3N-113 ドメーヌ・デ・エルボージュ シャルドネ　ドメーヌ・デ・エルボージュ ｼｬﾙﾄﾞﾈ100% 白 辛口 750 魚、寿司 ホテル・レストラン ¥1,600 済
フランス ラングドック マルカイコーポレーション株式会社 3N-113 ドメーヌ　ギナーン ブラックゴリラ ﾒﾙﾛｰ 60％、ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ40％ 赤 ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ 750 肉 ホテル・レストラン・小売 ¥1,500 済
ポルトガル リスボア (株)コートーコーポレーション 3O-118 マンズワイン ドナ・ファティマ ジャンバル 白 ミディアム 辛口 13 750
ポルトガル セトゥーバル半島 (株)コートーコーポレーション 3O-118 マンズワイン コンタドール・エストアリス ｼﾗｰ､ﾄｳﾘｶﾞ､ﾌﾟﾃｨ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 赤 フルボディ 辛口 14 750
ポルトガル ドウロ ㈲ 播磨屋 3D-114 レアル・コンパーニャ・ヴェーリャ ドウロ エヴェル 赤 DOC 2014 トウリガオナル、トウリガフランカ、ティンタ・ロリス 赤 フル ○ 8か月 古樽 13.5 750 320,000本 肉料理、パスタ、チーズ ホテル・レストラン／小売 12本 オープン価格 済
ポルトガル ドウロ ㈲ 播磨屋 3D-114 レアル・コンパーニャ・ヴェーリャ ドウロ エヴェル 白 DOC 2015 ヴィオジーニョ、ラビガト、フェルナンピレス、モスカテル 白 辛口 13.5 750 200,000本 魚のグリル、シーフード、サラダ ホテル・レストラン／小売 12本 オープン価格 済
ポルトガル ベイラス ㈲ 播磨屋 3D-114 カヴェス・アルコス・ド・レイ ヴァスコ・ダ・ガマ ブリュット 白 バガ、ビカル、セルシアル、マリアゴメス スパークリング白 辛口 12.5 750 100,000本 あらゆる料理 ホテル・レストラン／小売 12本 オープン価格 済
ポルトガル バイラーダ ㈲ 播磨屋 3D-114 バカリョア アリアンサ バガ バイラーダ レゼルバ ロゼ ブリュット DOC 2014 バガ100% スパークリングロゼ 辛口 12.5 750 66,000本 スターター、魚介料理、パスタ ホテル・レストラン／小売 6本 オープン価格 済
ポルトガル ダン ㈲ 播磨屋 3D-114 カヴェス・アルコス・ド・レイ ヴァルモンテ トウリガオナル 赤 DOC 2010 トウリガオナル100% 赤 フル ○ 12か月 古樽 14 750 ― 肉料理 ホテル・レストラン／小売 12本 オープン価格 済
ポルトガル アレンテージョ ㈲ 播磨屋 3D-114 パウロ・ラウレアーノ パウロ・ラウレアーノ プレミアム 赤 DOC 2014 トリンカデイラ、アラゴネス、アリカント・ブーシェ 赤 フル ○ 12か月 新樽および 古樽 14 750 200,000本 オリーブオイルに漬けたタコ、豚を用いたミガス、ミントをあしらった穀類料理全般 ホテル・レストラン／小売 6本 オープン価格 済
ポルトガル アレンテージョ ㈲ 播磨屋 3D-114 パウロ・ラウレアーノ パウロ・ラウレアーノ プレミアム 白 DOC 2014 アンタオン・ヴァス、アリント、フェルナオン・ピレス 白 辛口 ○ 4か月 ― 13.5 750 20,000本 熟成されたソフトなヤギのチーズ。野菜のシュトルーデル（巻きもの）、焼き魚、舌平目の料理 ホテル・レストラン／小売 6本 オープン価格 済
ポルトガル アレンテージョ ㈲ 播磨屋 3D-114 フンダサオン・ユージニオ・デ・アルメイダ カルトゥーシャ 赤 DOC 2013 アラゴネス、アリカントブーシェ、トリンカデイラ、カベルネソーヴィニヨン 赤 フル ○ 12か月 ― 14.5 750 200,000本 肉料理、チーズ ホテル・レストラン／小売 6本 オープン価格 済
ポルトガル アレンテージョ ㈲ 播磨屋 3D-114 フンダサオン・ユージニオ・デ・アルメイダ カルトゥーシャ 白 DOC 2014 アンタオン・ヴァス、アリント 白 辛口 14 750 70,000本 魚介類、チーズ ホテル・レストラン／小売 6本 オープン価格 済
ポルトガル ドウロ ㈲ 播磨屋 3D-114 レアル・コンパーニャ・ヴェーリャ ロイヤル・オポルト タウニー 5年 ティンタ・フランシスカ、ティンタ・カルヴァーリャ、ティンタ・ロリス、トウリガフランセーザ、トウリガオナル、バスタルド 酒精強化 甘口 ○ ― 古樽 19 750 ― 食前酒、食後酒、チョコレートなどデザート ホテル・レストラン／小売 6本 オープン価格 済
ポルトガル ヴィーニョヴェルデ ㈲ 播磨屋 3D-114 アヴェレーダ カザルガルシア ヴィーニョヴェルデ白 DOC　 ロウレイロ、アリント、トラジャドウラ、アザル 白 ライト 辛口 ○ 9.5 750 ― パスタ、オリーブオイルを使った料理、魚介類、白身肉、アジア料理、天ぷらなどの和食 ホテル・レストラン／小売 12本 オープン価格 済
ポルトガル ヴィーニョヴェルデ ㈲ 播磨屋 3D-114 アヴェレーダ カザルガルシア ヴィーニョヴェルデ スウィート 白 DOC トラジャドウラ、ロウレイロ、アリント、アザル 白 ライト 甘口 ○ 9.5 750 ― シーフードやデザート ホテル・レストラン／小売 12本 オープン価格 済
南アフリカ ステレンボッシュ JSRトレーディング株式会社 3O-111 ジョーダン ジョーダン リースリング リースリング 白 ライト 辛口 ○ 12.5 750 30,000本 和食、魚料理 ホテル・レストラン・小売 1本から ¥2,600 済



ワイン＆グルメ ジャパン2017　ワインリスト（国内出展者）

南アフリカ ステレンボッシュ JSRトレーディング株式会社 3O-111 ジョーダン ジョーダン シャルドネ シャルドネ 白 ミディアム 辛口 ○ ○ 9 新52％、旧48％ 13 750 30,000本 洋食、白身肉料理 ホテル・レストラン・小売 1本から ¥3,000 済
南アフリカ ステレンボッシュ JSRトレーディング株式会社 3O-111 ジョーダン ジョーダン 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 ○ ○ 21 新 14 750 30,000本 グリル料理 ホテル・レストラン・小売 1本から ¥3,500 済
南アフリカ ウェリントンパーク JSRトレーディング株式会社 3O-111 ヴァンジール コーヒーピノタージュ ピノタージュ 赤 フル 辛口 ○ ○ 12 新50％、旧50％ 13 750 80,000本 煮込み料理 ホテル・レストラン・小売 1本から ¥1,800 済
南アフリカ ステレンボッシュ (株)コートーコーポレーション 3O-118 アサラワインエステート ホワイトキャブ カベルネ・ソーヴィニョン100％ 白 ミディアム 辛口 ○ 12.5 750 ¥1,980 済
南アフリカ ステレンボッシュ (株)コートーコーポレーション 3O-118 アサラワインエステート シュナンブラン シュナンブラン 白 ミディアム 辛口 13.5 750
南アフリカ ステレンボッシュ (株)コートーコーポレーション 3O-118 アサラワインエステート ソーヴィニオンブラン ソーヴィニオンブラン 白 ミディアム 辛口 13.5 750
南アフリカ ステレンボッシュ (株)コートーコーポレーション 3O-118 アサラワインエステート ケープフュージョン ﾋﾟﾉﾀｰｼﾞｭ､ﾏﾙﾍﾞｯｸ､ｼﾗｰ 赤 ミディアム 辛口 ○ 14.0 750
南アフリカ ステレンボッシュ (株)コートーコーポレーション 3O-118 アサラワインエステート メルロー メルロー 赤 ミディアム 辛口 ○ 14.0 750
南アフリカ ステレンボッシュ (株)コートーコーポレーション 3O-118 アサラワインエステート カベルネソーヴィニヨン カベルネソーヴィニヨン 赤 フルボディ 辛口 ○ 14.0 750
メキシコ バハ・カリフォルニア リードオフジャパン株式会社 3L-111 ラセット ラセット　プティシラー プティシラー 赤 ミディアムボディ 辛口 ○ 6ヶ月 750ml 赤身の肉料理、トマトパスタ ホテル・レストラン 3cs／12入 ¥1,300 済
メキシコ バハ・カリフォルニア リードオフジャパン株式会社 3L-111 ラセット ラセット　ジンファンデル ジンファンデル 赤 ミディアムボディ 辛口 ○ 6ヶ月 750ml ローストポーク、焼き鳥、カツレツ ホテル・レストラン 3cs／12入 ¥1,300 済
メキシコ バハ・カリフォルニア リードオフジャパン株式会社 3L-111 ラセット ラセット　サンタセシリア カベルネソーヴィニヨン・マルベック 赤 ミディアムボディ 辛口 ○ 750ml ラザニア、ロールキャベツ ホテル・レストラン 3cs／12入 ¥1,100 済
モンテネグロ ポドゴリッツァ 株式会社エネ・グローブ 3M-111 Plantaze VRANAC ヴラナッツ ヴラナッツ 赤 ミディアム ○ 13.50% 750 焼肉・ジビエ ホテル・レストラン・バル・小売 6本 ¥1,500 済
モンテネグロ ポドゴリッツァ 株式会社エネ・グローブ 3M-111 Plantaze CABERNET　カベルネ カベルネ・ソーヴィニョン/ヴラナッツ 赤 フル ○ ○ 3～4ヶ月 13.50% 750 肉 ホテル・レストラン・バル・小売 6本 ¥1,500 済
モンテネグロ ポドゴリッツァ 株式会社エネ・グローブ 3M-111 Plantaze Merlot　メルロー メルロー/ヴラナッツ 赤 ミディアム ○ ○ 13.50% 750 肉 ホテル・レストラン・バル・小売 6本 ¥1,500 済
モンテネグロ ポドゴリッツァ 株式会社エネ・グローブ 3M-111 Plantaze VRANAC PRO CORDE　ヴラナッツ　プロコルデ ヴラナッツ 赤 フル ○ 14.00% 750 肉 ホテル・レストラン・バル・小売 6本 ¥2,200 済
モンテネグロ ポドゴリッツァ 株式会社エネ・グローブ 3M-111 Plantaze KRSTAC　クリスタッチ クリスタッチ 白 辛口 ○ 13.50% 750 魚・寿司 ホテル・レストラン・バル・小売 6本 ¥1,500 済
モンテネグロ ポドゴリッツァ 株式会社エネ・グローブ 3M-111 Plantaze CHARDONNAY シャルドネ シャルドネ 白 辛口 ○ 13.50% 750 魚・寿司 ホテル・レストラン・バル・小売 6本 ¥1,900 済
モンテネグロ ポドゴリッツァ 株式会社エネ・グローブ 3M-111 Plantaze SAUVIGNON　ソーヴィニヨン ソーヴィニヨン・ブラン 白 辛口 ○ 13.50% 750 魚・寿司 ホテル・レストラン・バル・小売 6本 ¥1,900 済
モンテネグロ ポドゴリッツァ 株式会社エネ・グローブ 3M-111 Plantaze ROSE　ロゼ ヴラナッツ/グルナッシュ ロゼ 辛口 ○ 12.50% 750 前菜・魚・寿司 ホテル・レストラン・バル・小売 6本 ¥1,500 済
モンテネグロ ポドゴリッツァ 株式会社エネ・グローブ 3M-111 Plantaze VLADIKA　ヴラディカ ヴラナッツ80%/ソーヴィニヨン10%/メルロー10% 赤 フル ○ ○ 14.50% 750 肉 ホテル・レストラン・バル・小売 6本 ¥5,500 済
モンテネグロ ポドゴリッツァ 株式会社エネ・グローブ 3M-111 Plantaze VRANAC BARRIQUE　ヴラナッツ　バリック ヴラナッツ 赤 フル ○ ○ 1年 14.50% 750 肉 ホテル・レストラン・バル・小売 6本 ¥5,300 済
モンテネグロ ポドゴリッツァ 株式会社エネ・グローブ 3M-111 Plantaze LUCA　ルカ ピノ・ブラン30%/ソーヴィニヨン30%/シャルドネ40% 白 辛口 ○ 14.00% 750 魚・寿司 ホテル・レストラン・バル・小売 6本 ¥5,500 済
モンテネグロ ポドゴリッツァ 株式会社エネ・グローブ 3M-111 Plantaze CHARDONNAY BARRIQUE シャルドネ　バリック シャルドネ 白 辛口 ○ ○ 1年 14.00% 750 魚・寿司 ホテル・レストラン・バル・小売 6本 ¥5,500 済
モンテネグロ ポドゴリッツァ 株式会社エネ・グローブ 3M-111 Plantaze PREMIJER　プレミア（プルミエ） ヴラナッツ 赤 フル ○ ○ 4年 14.50% 750 肉 ホテル・レストラン・バル・小売 6本 ¥28,000 済
モンテネグロ ポドゴリッツァ 株式会社エネ・グローブ 3M-111 Plantaze Val Dry　ヴァル　ドライ クリスタッチ/シャルドネ スパークリング（白） 辛口 ○ 12.00% 750 前菜・魚・寿司 ホテル・レストラン・バル・小売 6本 ¥3,500 済
モンテネグロ ポドゴリッツァ 株式会社エネ・グローブ 3M-111 Plantaze Val Semi-Dry　ヴァル　セミドライ クリスタッチ/シャルドネ スパークリング（白） 中辛口 ○ 12.00% 750 前菜・魚・寿司 ホテル・レストラン・バル・小売 6本 ¥3,500 済
ルーマニア ムンテニア アズマコーポレーション 3O-110 ドメーニレ・サハティーニ ラ ヴィ ピノ ノワール ピノノワール 赤 ミディアム 辛口 13 750 肉 レストラン/小売/商社 12本 ¥1,390 済


