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フランス
　 ふくよかな酵母の香りがたっぷり O

商品 kif140　　ヴァン・ムスー ”プランス・デュ・コスト”　ブラン・ド・ブラン　ブリュット　（白・発泡）

生産者 FPVD

産地＆格付け  フランス　　　　　【－】

品種＆度数＆タイプ アイレン100%　　（Alc. 11.5%）　　スパークリング　辛口

コメント 輝くような麦わら色。たっぷりとした酵母の香り。豊かなコク、柑橘類を思わせるさわやかな風味。上質で繊細な
泡立ち。シャルマ製法。

参考小売価格(税抜) ￥1,736
　 ダイナミックで力強い、ムニエ100％のミレジム・シャンパーニュ。 B#O#

商品 kif301　　ルラージュ・プジョー　シャンパーニュ　レ・ムニエ・ド・クレメンス　エクストラ・ブリュット（白・発泡）　
2012

生産者 ルラージュ・プジョー

産地＆格付け  フランス　シャンパーニュ地方　　　　　【ＡＯＣ　シャンパーニュ　プルミエ・クリュ　ヴリニー】

品種＆度数＆タイプ ムニエ100%　　（Alc. 12.5%）　　スパークリング　辛口

コメント Vrignyの石灰岩と砂質の土壌。樹齢50年。Millesime2012年、土着酵母で発酵させ熟成。瓶詰め2013年4月、瓶
内熟成6年。デゴルジュマン2018年4月。ドサージュ3g/L=Extra Brut。生産量わずか400本。赤いベリーの香りを
感じられ、熟した洋梨、柑橘類のアロマとともにフレッシュでキレの良い心地よい自然さ。細かい泡が奏でる絶妙
なバランスと綺麗なフィニッシュ。

参考小売価格(税抜) ￥9,500
　 「ワインと飲む人のすばらしいハーモニー」という意味の名前のとおり O

商品 kif103　　バサック　アルモニア　ブラン　（白） 2018

生産者 ドメーヌ・バサック

産地＆格付け  フランス　ラングドック地方　　　　　【－】

品種＆度数＆タイプ ソーヴィニヨン・ブラン、グルナッシュ・ブラン、ミュスカ・プティ・グラン　　（Alc. 12.0%）　　白　辛口

コメント 緑がかった淡い黄色。青リンゴとハーブの香り。リンゴ、白桃など、いろいろなもぎたてフルーツを食べているか
のような、生き生きとしたフレッシュ感がさわやか。「アルモニア」はフランス南部のオクシタン語で「ハーモニー
(調和）」。このワインと飲む人とのすばらしい調和を、との想いで名付けられた。

参考小売価格(税抜) ￥1,666
　 あふれるグレープフルーツ感。しっかりとした味わい。 O

商品 kif100　　バサック　Bee(ビー)　ブラン　（白） 2019

生産者 ドメーヌ・バサック

産地＆格付け  フランス　ラングドック地方　　　　　【ＩＧＰ　コート・ド・トング】

品種＆度数＆タイプ ソーヴィニヨン・ブラン60%、ヴェルメンティーノ40%　　（Alc. 12.5%）　　白　辛口

コメント グリ色を伴った淡い黄色。グレープフルーツのジュースがあふれる、しっかりとした味わい。ミネラル感。ブドウ栽
培に欠かせない蜜蜂への敬意が込められている。

参考小売価格(税抜) ￥2,220
　 海の風味の、自然派ピクプール。 O

商品 kif220　　カンポセル　ジャン・ル・ブラン　ピクプール・ド・ピネ　（白） 2019

生産者 ドメーヌ・ドゥ・カンポセル

産地＆格付け  フランス　ラングドック地方　　　　　【ＡＯＰ ピクプール・ド・ピネ】

品種＆度数＆タイプ ピクプール・ブラン100%　　（Alc. 13%）　　白　辛口

コメント 色はイエローグリーン、グレープフルーツやアカシアの花などの繊細な香り、フッシュで酸味がしっかりとした味
わい。ピクプールはこの地域で古くから栽培されている白ブドウ。牡蠣など魚介にぴったり。土着酵母による醗
酵。シュールリー。亜硫酸はごく少量。スクリューキャップ。

参考小売価格(税抜) ￥2,280
　 亡きおじいちゃんのニックネームをつけた、やわらかいシャルドネ O

商品 kif105　　バサック　ル・マンポ　ブラン（白） 2018

生産者 ドメーヌ・バサック

産地＆格付け  フランス　ラングドック地方　　　　　【ＩＧＰ　コート・ド・トング】

品種＆度数＆タイプ シャルドネ100%　　（Alc. 14%）　　白　辛口

コメント 透明感のある輝き。ヘーゼルナッツ、トースト、花などのふんわりとした香り。さわやかなはちみつのようなやや甘
いニュアンス。まるみのある酸味。樽をやわらかく上品に効かせてやさしくふくらむ味わい。畑は粘土と石灰岩の
丘陵地。150Lのバリック樽で6ヵ月樽熟成。「ル・マンポ」は生産者の亡き祖父のニックネーム。レーサー時代の
事故で片手を失うも、人柄が人望を集め、村長として村に貢献した。

参考小売価格(税抜) ￥2,638

㈱岸本 O オーガニック認定 O# オーガニック申請中 B ビオディナミ認定 B# ビオディナミ製法 V ヴィーガン認定 S 亜硫酸無添加
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　 柚子の香りの自然派ミュスカデ。 O
商品 kif281　　トゥロディエル　ボアル　ミュスカデ・セーヴル・エ・メーヌ　シュール・リー（白） 2019

生産者 ドメーヌ・ドゥ・ラ・トゥロディエル

産地＆格付け  フランス　ロワール地方　　　　　【ＡＯP　ミュスカデ・セーヴル・エ・メーヌ】

品種＆度数＆タイプ ムロン・ド・ブルゴーニュ100%　　（Alc. 13%）　　白　辛口

コメント 柚子と梨の香り、柑橘類にほのかなレモンと微かにヨードを思わせるフィニッシュ。土着酵母による醗酵。シュー
ル・リーで熟成。

参考小売価格(税抜) ￥2,640
　 やさしい味わいの自然派マコン・ヴィラージュ。 B#O

商品 kif191　　ガンディヌ　マコン・ヴィラージュ　（白） 2018

生産者 ドメーヌ・ドゥ・ガンディヌ

産地＆格付け  フランス　ブルゴーニュ地方　　　　　【ＡＯＣ　マコン・ヴィラージュ】

品種＆度数＆タイプ シャルドネ　　（Alc. 13.5%）　　白　辛口

コメント やわらかくフルーティで上品なミネラルを感じる複雑な香り。角の取れたまろやかな酸味。やさしく深い味わい。
粘土質石灰土壌、標高250ｍ南東向き3haの畑。手摘みぶどう。房ごと圧搾し12~24時間浸漬。ステンレスタンクで
自然醗酵。MLF。6ヶ月間シュールリー。亜硫酸はごく少量。

参考小売価格(税抜) ￥2,986
　 「二人で1本飲める飲みやすさ」をコンセプトにブレンド O

商品 kif107　　バサック　アルモニア　ロゼ　（ロゼ） 2017

生産者 ドメーヌ・バサック

産地＆格付け  フランス　ラングドック地方　　　　　【－】

品種＆度数＆タイプ サンソー、シラー、テンプラニーリョ、カベルネ・ソーヴィニヨン　　（Alc. 12.5%）　　ロゼ　ミディアムボディ

コメント きれいな桜色、フレッシュで香り豊か、酸味とタンニンのバランスがとれた飲みやすいロゼワイン。「アルモニア」
はフランス南部で使われるオクシタン語で「ハーモニー(調和）」。このワインと飲む人とのすばらしい調和を、との
想いで名付けられた。

参考小売価格(税抜) ￥1,666
　 「二人で1本飲める飲みやすさ」をコンセプトにブレンド O

商品 kif102　　バサック　アルモニア　ルージュ　（赤） 2019

生産者 ドメーヌ・バサック

産地＆格付け  フランス　ラングドック地方　　　　　【－】

品種＆度数＆タイプ メルロ、シラー、カベルネ、グルナッシュ　　（Alc. 13.5%）　　赤　ミディアムボディ

コメント ガーネット色。赤いベリーの香り。よく熟したドライフルーツのような、こなれたまろやかさ。渋みがほどよいアクセ
ントとなり、印象に残る。「アルモニア」はオクシタン語で「ハーモニー(調和）」。このワインと飲む人とのすばらしい
調和を、との想いで名付けられた。

参考小売価格(税抜) ￥1,666
　 クールなミネラルが感じられる、大人っぽいグルナッシュ O

商品 kif104　　バサック　ノスタルジア　（赤）

生産者 ドメーヌ・バサック

産地＆格付け  フランス　ラングドック地方　　　　　【－】

品種＆度数＆タイプ グルナッシュ100%　　（Alc. 14%）　　赤　ミディアムボディ

コメント カシスジャムのやさしく甘い香り。ダークチョコレートの様な柔らかいタンニン。さくらんぼ風味の深い酸味と長くき
れいな余韻。ミネラル感に富むクールなグルナッシュ。複数の区画ののグルナッシュをブレンド。他のワインを飲
んでいる時にもこのワインを思い出してほしい、というユーモアの発想で名付けられた。

参考小売価格(税抜) ￥2,152
　 濃厚なのに、渋みはマイルド。 O

商品 kif101　　バサック　Bee(ビー)　ルージュ　（赤） 2019

生産者 ドメーヌ・バサック

産地＆格付け  フランス　ラングドック地方　　　　　【ＩＧＰ　コート・ド・トング】

品種＆度数＆タイプ グルナッシュ40%、カリニャン40%、マルセラン20%　　（Alc. 14%）　　赤　ミディアムボディ

コメント ガーネット色。濃厚な風味。渋みはマイルド。カベルネSとグルナッシュの交配種であるマルセランの特徴（凝縮感
と果実味）がよく現れている。ブドウ栽培に欠かせない蜜蜂への経緯が込められている。

参考小売価格(税抜) ￥2,220
　 柔らかなアンジュのピノノワールとグロローの共演。 O

商品 kif263　　フレッシュ　ルージュ　ゴルジュ　（赤） 2019

生産者 ドメーヌ・ドゥ・フレッシュ

産地＆格付け  フランス　ロワール地方　　　　　【ＩＧＰ　ヴァル・ ド・ロワール】

品種＆度数＆タイプ ピノ・ノワール50%、グロロー50%　　（Alc. 13.2%）　　赤　ミディアムボディ

コメント 鮮やかなルビー色。ダークチョコレートやスミレ、ブラックベリーの豊かな香り。いきいきとした酸とベリーの果実
味の素晴らしいハーモニー。「ルージュ　ゴルジュ」とはヨーロッパコマドリのこと。食前酒、シャリュキュトリー、
魚、肉、チーズなど。少し冷やしめでも美味しい。

参考小売価格(税抜) ￥2,400

㈱岸本 O オーガニック認定 O# オーガニック申請中 B ビオディナミ認定 B# ビオディナミ製法 V ヴィーガン認定 S 亜硫酸無添加
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イタリア

　 おヒゲのエチケットがチャーミング。リッチな味わいの樽熟赤。 O
商品 kif106　　バサック　ル・マンポ　ルージュ（赤） 2017

生産者 ドメーヌ・バサック

産地＆格付け  フランス　ラングドック地方　　　　　【ＩＧＰ　コート・ド・トング】

品種＆度数＆タイプ カベルネ・フラン35%、カベルネ・ソーヴィニヨン25%、メルロ25%、シラー15%　　（Alc. 14%）　　赤　ミディアムボディ

コメント 濃いルビー色。ジャムやリコラスの様な複雑な香り。イキイキとした渋みと果実味のある、リッチでたくましい味わ
い。畑は粘土と石灰岩の土壌のなだらかな丘の斜面。新樽で12ヶ月熟成。「ル・マンポ」は現生産者の亡き祖父
のニックネーム。レーサー時代の事故で片手を失うも、人柄が人望を集め“ヒゲ村長”と愛され村に貢献した。

参考小売価格(税抜) ￥2,500
　 パワフルな自然派シラー。 O

商品 kif222　　カンポセル　グラン・デューク　（赤）

生産者 ドメーヌ・ドゥ・カンポセル

産地＆格付け  フランス　ラングドック地方　　　　　【ＡＯＰ グレ・ド・モンペリエ】

品種＆度数＆タイプ シラー90%、グルナッシュ10%　　（Alc. 13.5%）　　赤　フルボディ

コメント 「大公」と名付けられたこのワインは、濃いルビー色、タイムやローズマリー、バルサミコの香り、パワフルな味わ
い。粘土、石灰岩の土壌、土着酵母による醗酵。MLF。ステンレスタンクで15ヵ月熟成。亜硫酸はごく少量。生産
量はわずか2000本。

参考小売価格(税抜) ￥3,450
　 ビオディナミ、自然醗酵のピノ・ノワール。 B#O

商品 kif190　　ガンディヌ　ブルゴーニュ　ピノ・ノワール　（赤） 2018

生産者 ドメーヌ・ドゥ・ガンディヌ

産地＆格付け  フランス　ブルゴーニュ地方　　　　　【ＡＯＣ　ブルゴーニュ】

品種＆度数＆タイプ ピノ・ノワール100%　　（Alc. 13.5%）　　赤　ミディアムボディ

コメント クリアなルビー色。フレッシュなチェリー、ナツメグ、シナモンの香り。口中で上品な骨格を感じるまろやかな渋
み。マコン地区の中心部、粘土と石灰岩の土壌。月の影響を考慮したワイン造り。樹齢50年の古木。手摘み収
穫。自然醗酵。澱とともに10カ月熟成。亜硫酸はごく少量。

参考小売価格(税抜) ￥3,680
　 伝統的製法の自然派サンテミリオン。 O

商品 kif110　　シャトー・ガイヤール　サン・テミリオン・グラン・クリュ（赤） 2016

生産者 シャトー・ガイヤール

産地＆格付け  フランス　ボルドー地方　　　　　【ＡＯＣ　サン・テミリオン・グラン・クリュ】

品種＆度数＆タイプ メルロ70%、カベルネ・フラン30%　　（Alc. 14%）　　赤　フルボディ

コメント 明るいガーネット色、湿った土の香りとスパイスのあとバニラの香り。まろやかでビロードのようなタンニンと芳醇
な味わいが楽しめる。粘土と石灰岩の土壌。平均樹齢50年以上の古木より、手摘みで収穫。土着酵母により醗
酵。フレンチオーク樽で熟成。亜硫酸はごく少量。

参考小売価格(税抜) ￥4,027
　 特別な人達と飲む特別なキュベ SO

商品 kif284　　トゥロディエル　ラポジ　サン・スフル　（赤） 2018

生産者 ドメーヌ・ドゥ・ラ・トゥロディエル

産地＆格付け  フランス　ロワール地方　　　　　【－】

品種＆度数＆タイプ ピノ・ノワール50%、カルメネール50%　　（Alc. 13%）　　赤　フルボディ

コメント 甘酸っぱい完熟さくらんぼと、ほろ苦いカカオ豆の香り。フルーティなブラックベリーと、スパイシィな胡椒の風
味。牛肉、ラム肉のお料理。ダークチョコレートに。複数の畑、3つのテロワール（斑れい岩、角閃岩、雲母片岩）
のぶどうを手摘みで収穫。畑由来の土着酵母による醗酵。亜硫酸無添加。生産量600本。

参考小売価格(税抜) ￥6,300

　 料理を選ばないビオディナミ・スプマンテ。 B#O
商品 kii221　　フォリチェロ　フィオール・ドゥーヴァ　スプマンテ　（白・発泡）

生産者 フォリチェロ

産地＆格付け  イタリア　エミリア・ロマーニア州　　　　　【－】

品種＆度数＆タイプ ピニョレット50%、トレッビアーノ・ディ・スパーニャ50%　　（Alc. 11%）　　スパークリング　辛口

コメント 珍しいレモンジュース色。オレンジの花や柑橘系の果物のフレッシュでフルーティな酸味。クリーミーな味わい。
ボディをしっかり感じる。料理を選ばない辛口スプマンテ。【炭酸ガス圧：4.5 bar】

参考小売価格(税抜) ￥2,291
　 クラフトビールのような美味しさの自然派ペットナット。 O

商品 kii363　　バアル　ラ・モッサ　フリザンテ　ビアンコ　（白・微発泡） 2018

生産者 カーサ・ディ・バアル

産地＆格付け  イタリア　カンパーニア州　　　　　【ＩＧＴ　コッリ・ディ・サレルノ】

品種＆度数＆タイプ フィアーノ70%、モスカート30%　　（Alc. 12%）　　スパークリング　辛口

コメント ふちが緑がかった麦わらイエロー。濁りが見られる。生き生きとした泡。モスカートのアロマティックなフレーバ
ー。フルーティなクラフトビールのような酵母を強く感じる味わい。手摘み収穫後、3日間スキンコンタクトし自然醗
酵。陰干しモスカートの絞り汁を加え、酵母や砂糖を加えない瓶内二次醗酵。無濾過。亜硫酸はごく少量。【炭酸
ガス圧：3.4 bar】

参考小売価格(税抜) ￥2,970

㈱岸本 O オーガニック認定 O# オーガニック申請中 B ビオディナミ認定 B# ビオディナミ製法 V ヴィーガン認定 S 亜硫酸無添加
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　 完璧なフランチャコルタ　ブルット O
商品 kii720　　エリザベッタ・アブラミ　フランチャコルタ　ブルット　（白・発泡）

生産者 エリザベッタ・アブラミ

産地＆格付け  イタリア　ロンバルディア州　　　　　【ＤＯＣＧ　フランチャコルタ】

品種＆度数＆タイプ シャルドネ70%、ピノ・ノワール30%　　（Alc. 12.5%）　　スパークリング　辛口

コメント 収穫は手積み。選別された酵母でステンレスタンク内で発酵。タンク内で澱上で25ヶ月その後3ヶ月樫樽で熟成、
デゴルジュマンのあと3ヶ月瓶内熟成　ドサージュは6g。麦わら色、力強い金色の反射、酵母の香りと、わずかに
バニラの香り、魚のコース料理、貝類、デリケートなメイン料理と共に。

参考小売価格(税抜) ￥4,300
　 熟したルビーグレープフルーツのふくよかな酸味が魅力的 O

商品 kii235　　ディ・ジョヴァンナ　ジェルビーノ　シャルドネ　（白） 2019

生産者 ディ・ジョヴァンナ

産地＆格付け  イタリア　シチリア州　　　　　【ＩＧＰ　テレ・シチリアーネ】

品種＆度数＆タイプ シャルドネ100%　　（Alc. 13.0%）　　白　辛口

コメント 黄金色に輝き、熟したルビー色のグレープフルーツや緑色のりんご、白桃の香りが際立つ。エレガントな酸味が
豊かに広がり、熟したグレープフルーツや桃の味と共に、ミネラル感が長く残る。海抜400～500ｍに広がるサン・
ジャコモ地区の畑。土壌は凝灰岩と粘土。手摘み、ステンレス発酵、3ヵ月間シュール・リー。

参考小売価格(税抜) ￥1,800
　 エチケットには造園家カルンチョによる畑の圧巻の景観が O

商品 kii451　　アマストオーラ　ビアンコ　サレント　（白） 2019

生産者 アマストオーラ

産地＆格付け  イタリア　プーリア州　　　　　【ＩＧＰ　サレント】

品種＆度数＆タイプ マルヴァジア75%、フィアーノ25%　　（Alc. 13%）　　白　辛口

コメント 緑がかった明るい黄色。キンモクセイの花のようなさわやかな甘い香り。フレッシュな酸味はなめらかであざや
か。シトラスとフローラルとミネラルの心地よい余韻が楽しめる。

参考小売価格(税抜) ￥1,875
　 複雑優美。ビオディナミ熟得生産者の手作りガヴィ。 VBO

商品 kii550　　タッサローロ　スピノラ　ガヴィ　（白） 2020

生産者 カステーロ・ディ・タッサローロ

産地＆格付け  イタリア　ピエモンテ州　　　　　【ＤＯＣＧ　ガヴィ】

品種＆度数＆タイプ コルテーゼ100%　　（Alc. 13.0%）　　白　辛口

コメント 緑がかったストローイエロー。オレンジの花やカモミールの香り。フレッシュでエレガント。優美で複雑。ミネラルと
しっかりとした骨格を感じる。泥灰質と泥土質粘土質。丁寧に手摘み収穫。畑由来の自然酵母による醗酵。ビオ
ディナミを熟得した生産者の手作り秀逸ガヴィ。

参考小売価格(税抜) ￥2,280
　 オールマイティな白。なめらかできれいな味わい。 VO

商品 kii102　　レ・カルリーネ　ピノ・グリージョ　（白） 2019

生産者 レ・カルリーネ

産地＆格付け  イタリア　ヴェネト州　　　　　【ＤＯＣ　ヴェネツィア】

品種＆度数＆タイプ ピノ・グリージョ100%　　（Alc. 12.5%）　　白　辛口

コメント 透明感のある麦わら色、アーモンドやハーブの香りを感じる。ドライでハーモニーのある、きれいな味わい。なめ
らかな口当たり。土壌は粘土と石灰。果皮ごと浸漬。澱と共に数ヶ月熟成。

参考小売価格(税抜) ￥2,291
　 青りんごの繊細な酸味。自然派アルネイス。 O

商品 kii580　　リヴェッティ　ランゲ・アルネイス　オーレリア　（白） 2018

生産者 マッシモ・リヴェッティ

産地＆格付け  イタリア　ピエモンテ州　　　　　【ＤＯＣ　ランゲ】

品種＆度数＆タイプ アルネイス100%　　（Alc. 13%）　　白　辛口

コメント 淡いイエロー。フレッシュな青りんごの風味。繊細な酸味。少しヨード感を含んだミネラルの余韻が長い。しっかり
とした骨格を感じる。石灰質土壌。畑由来の自然酵母による醗酵。

参考小売価格(税抜) ￥2,708
　 果皮浸漬。アロマティックで印象的なリソン。 VO

商品 kii117　　レ・カルリーネ　リソン　クラシコ　（白） 2019

生産者 レ・カルリーネ

産地＆格付け  イタリア　ヴェネト州　　　　　【ＤＯＣＧ　リソン】

品種＆度数＆タイプ リソン100%　　（Alc. 13%）　　白　辛口

コメント きれいで透明感のある麦わら色。アーモンドを感じさせるアロマティックな香りが印象的。しっかりした深い味わ
い。上品で長い余韻が楽しめる。リソンは「フリウラーノ」とも呼ばれる品種。果皮ごと浸漬。澱と共に数ヶ月熟成。
2つの州にまたがるDOCG。

参考小売価格(税抜) ￥2,708

㈱岸本 O オーガニック認定 O# オーガニック申請中 B ビオディナミ認定 B# ビオディナミ製法 V ヴィーガン認定 S 亜硫酸無添加
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　 美しいサーモンピンクの逸品。ビオディナミ・サンジョヴェーゼのロゼ。 B#O
商品 kii296　　ロアカー　ヴァルディファルコ　ロゼンマ　（ロゼ） 2020

生産者 テヌーテ・ロアカー

産地＆格付け  イタリア　トスカーナ州　　　　　【ＤＯＣ　マレンマ　トスカーナ】

品種＆度数＆タイプ サンジョヴェーゼ100%　　（Alc. 13.5%）　　ロゼ　辛口

コメント サンジョヴェーゼ・ロザートの逸品。輝くサーモンピンク色。熟したイチゴ、ジューシィなパイナップルとライチの風
味。イキイキとフレッシュな酸。ほどよいフルーツの甘み。長い余韻。ビオディナミ熟得生産者。手摘み。全房・自
然醗酵。6ヶ月熟成は50%ステンレスタンク、50%使用済み24HLオーク大樽。

参考小売価格(税抜) ￥2,500
　 海の近くでよく熟したブドウの赤ワイン。 O

商品 kii148　　アンティカ・エノトリア　ネッラ・ミア・テッラ　ロッソ　（赤） 2018

生産者 アンティカ・エノトリア

産地＆格付け  イタリア　プーリア州　　　　　【ＩＧＴ　プーリア】

品種＆度数＆タイプ モンテプルチアーノ、ネロ・ディ・トロイア、サンジョヴェーゼ　　（Alc. 13%）　　赤　ミディアムボディ

コメント 紫がかった深いルビーレッド。サクランボや赤い果実の香り。よく熟したブドウの果実味。後味に塩味を感じ、エチ
ケットのイラストのように海に近いテロワールを思わせる。

参考小売価格(税抜) ￥1,800
　 果実味豊富なサンジョヴェーゼ O

商品 kii200　　ロッソ・デイ・ポデーリ　（赤） 2017

生産者 ポデーリ・ディ・ギアッチオフォルテ

産地＆格付け  イタリア　トスカーナ州　　　　　【ＩＧＴ　トスカーナ】

品種＆度数＆タイプ サンジョヴェーゼ100%　　（Alc. 13.5%）　　赤　ミディアムボディ

コメント ブルーベリー、さくらんぼ、プラムの香りと、生き生きとした果実味などサンジョベーゼの特徴を持つ赤ワイン。厳
しい環境にも関わらず力強く生育するこのぶどうを、この牛のラベルが表現している。

参考小売価格(税抜) ￥1,944
　 受賞多数。濃厚なボリュームの樽熟赤 O

商品 kii450　　アマストオーラ　プリミティーヴォ　（赤） 2018

生産者 アマストオーラ

産地＆格付け  イタリア　プーリア州　　　　　【ＩＧＰ　プーリア】

品種＆度数＆タイプ プリミティーヴォ100%　　（Alc. 14%）　　赤　ミディアムボディ

コメント 深く明るいルビー色。チェリージャムとほのかなシナモンの香り。濃厚なボリューム。渋味はおだやかにスパイシ
ー。オーク樽とステンレスタンクで18ヶ月熟成。2011年のデビュー以後、数々の賞を獲得しているバランス良い逸
品。

参考小売価格(税抜) ￥2,152
　 熟した赤い果実の濃縮した風味と、なめらかな渋みが魅力。樽熟フルボディ。 O

商品 kii455　　アマストオーラ　ラマロッサ　プリミティーヴォ　（赤） 2017

生産者 アマストオーラ

産地＆格付け  イタリア　プーリア州　　　　　【ＩＧＰ　プーリア】

品種＆度数＆タイプ プリミティーヴォ100%　　（Alc. 14.5%）　　赤　フルボディ

コメント 濃いルビー色。熟した赤い果実の香り。スパイシーでバルサミコのアロマ。わずかにタバコやケッパーなどの複
雑な香り。フルボディで濃縮した風味、絹のようななめらかな渋味、ミネラルと酸味のバランスが楽しめる。夜間
に手摘み。アリエのフレンチオーク大樽で醗酵。熟成はオーク樽で6ヵ月、コンクリートタンクで6ヵ月。

参考小売価格(税抜) ￥2,700
　 干しブドウのような濃厚な樽熟ワイン。 O

商品 kii140　　アンティカ・エノトリア　アリアニコ　（赤） 2015

生産者 アンティカ・エノトリア

産地＆格付け  イタリア　プーリア州　　　　　【ＩＧＴ　プーリア】

品種＆度数＆タイプ アリアニコ100%　　（Alc. 13.5%）　　赤　フルボディ

コメント 深みのあるルビー色。力強い熟したフルーツの複雑な香り、野生のベリー、バニラ、スパイシーな香りがあふれ
る。フレッシュでエレガントな果実味にベルベットのような上質なタンニン。干しブドウのような濃厚味わい。やや塩
味の後味と、心地よい花の余韻。12ヶ月樽熟成。

参考小売価格(税抜) ￥2,708
　 イチゴと渋みが調和しまろやか。自然派バルベーラ。 O

商品 kii581　　リヴェッティ　バルベーラ・ダルバ・スペリオーレ　フロイ　（赤） 2018

生産者 マッシモ・リヴェッティ

産地＆格付け  イタリア　ピエモンテ州　　　　　【ＤＯＣ　バルベーラ・ダルバ】

品種＆度数＆タイプ バルベーラ100%　　（Alc. 13.5%）　　赤　フルボディ

コメント 濃いルビー色。香りはしっかりとしたイチゴと、少し草。果実味と渋みがよく調和したミルキーなまろやかさ。豊か
な酸味。少し塩味。畑は標高380ｍの白亜質粘土土壌。樹齢40年。畑由来の自然酵母による醗酵。

参考小売価格(税抜) ￥2,708

㈱岸本 O オーガニック認定 O# オーガニック申請中 B ビオディナミ認定 B# ビオディナミ製法 V ヴィーガン認定 S 亜硫酸無添加
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　 険しい斜面の畑から、自然派ネッビオーロ。 O
商品 kii584　　リヴェッティ　ランゲ・ネッビオーロ　アヴェンヌ　（赤） 2018

生産者 マッシモ・リヴェッティ

産地＆格付け  イタリア　ピエモンテ州　　　　　【ＤＯＣ　ランゲ】

品種＆度数＆タイプ ネッビオーロ100%　　（Alc. 13.5%）　　赤　ミディアムボディ

コメント 明るいルビー色。新鮮なブドウの香り。若々しい酸味とおだやかなタンニン、ミネラルが感じられるエレガントな味
わい。付近では最も高い標高500ｍ以上の、機械が入れない急勾配30％の畑は、石灰岩混合土壌。畑由来の自
然酵母による醗酵。スラヴォニアオーク25HL大樽で12ヵ月熟成。

参考小売価格(税抜) ￥3,000
　 緻密で豊かな自然派バルバレスコ。 O

商品 kii586　　リヴェッティ　バルバレスコ　フロイ　（赤） 2016

生産者 マッシモ・リヴェッティ

産地＆格付け  イタリア　ピエモンテ州　　　　　【ＤＯＣＧ　バルバレスコ】

品種＆度数＆タイプ ネッビオーロ100%　　（Alc. 14%）　　赤　フルボディ

コメント 牛肉の赤ワイン煮込みに。力強いルビー色。緻密さと豊かさに酔いしれる自然派バルバレスコ。長期熟成が楽し
める。ネイヴェの、標高380ｍ南西向き、白亜質粘土土壌5haの畑。平均樹齢40年。10月第1週に収穫。畑由来の
土着酵母による醗酵。熟成はスロヴェニアオーク大樽で20ヵ月。

参考小売価格(税抜) ￥6,000
　 樽熟成14カ月のまろやかな味わい O

商品 kii202　　エスタタトゥーラ　マレンマ　（赤） 2016

生産者 ポデーリ・ディ・ギアッチオフォルテ

産地＆格付け  イタリア　トスカーナ州　　　　　【ＩＧＴ　トスカーナ】

品種＆度数＆タイプ サンジョヴェーゼ100%　　（Alc. 15%）　　赤　ミディアムボディ

コメント 夏に憩いを求め暑いスカンサーノの町から涼しい田舎に移動する人々のことを意味するエスタタトゥーラ。わずか
に紫がかったルビー色。ブラックベリーやラズベリーの香り。14ヶ月の樽熟成を経た上質なサンジョヴェーゼのま
ろやかな味わいが余韻に残る。

参考小売価格(税抜) ￥3,611
　 アルチザンの手による極上のキャンティクラシコ O

商品 kii151　　カサロステ　キャンティ・クラシコ　リゼルヴァ　（赤） 2016

生産者 カサロステ

産地＆格付け  イタリア　トスカーナ州　　　　　【ＤＯＣＧ　キャンティ　クラシコ】

品種＆度数＆タイプ サンジョヴェーゼ95%、他5%　　（Alc. 14.5%）　　赤　フルボディ

コメント 深みのある豊かなルビー色。キイチゴとオークの複雑な香り。濃縮されたサンジョヴェーゼとオークの絶妙なバ
ランス。渋みと酸味と、やわらかな甘みも感じる。飲む1時間前の開栓がオススメ。砂と粘土の土壌、サブアルカ
リと軽石灰質。最上質のブドウを使用し、14ヶ月フレンチオーク樽で熟成、さらに3ヶ月間大樽で熟成。お薦めのア
ルチザナル・ワイン。

参考小売価格(税抜) ￥5,277
　 29ヶ月樽熟成。ビオディナミ熟得生産者によるブルネッロ。 B#O

商品 kii291　　ロアカー　コルテ・パヴォーネ　ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ　（赤） 2015

生産者 テヌーテ・ロアカー

産地＆格付け  イタリア　トスカーナ州　　　　　【ＤＯＣＧ　ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ】

品種＆度数＆タイプ サンジョヴェーゼ・グロッソ100%　　（Alc. 15%）　　赤　フルボディ

コメント 深いルビーレッド。熟した果実味。しっかりとしたタンニンは上質でとてもバランスがよく、これからの熟成が期待さ
れる。フィレンツェ風ステーキや、熟成ペコリーノチーズに。10年以上ビオディナミに基きワインを造る実力派の生
産者。手摘み。自然醗酵。29ヶ月樽熟成。生産量18,860本。

参考小売価格(税抜) ￥8,333

㈱岸本 O オーガニック認定 O# オーガニック申請中 B ビオディナミ認定 B# ビオディナミ製法 V ヴィーガン認定 S 亜硫酸無添加
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