
VIN 2020 VIN 2019

呼称/ 呼称/

規格/ × 12×2 ・ 規格/ × 12×2 ・

栽培/ 栽培/

土壌/ 土壌/

VIN 2015 VIN 2022 VIN 2021

呼称/ 呼称/ 呼称/

規格/ × 12 ・ 規格/ × 12 ・ 規格/ × 12 ・

栽培/ 栽培/ 栽培/

土壌/ 土壌/ 土壌/

VIN 2021 VIN 2019 VIN 2016

呼称/ 呼称/ 呼称/

規格/ × 12 ・ 規格/ × 12 ・ 規格/ × 12 ・

栽培/ 栽培/ 栽培/

土壌/ 土壌/ 土壌/

VIN NV VIN 2021 VIN 2022

呼称/ 呼称/ 呼称/

規格/ × 12 ・ 規格/ × 12 ・ 規格/ × 12 ・

栽培/ 栽培/ 栽培/

土壌/ 土壌/ 土壌/

予告なくヴィンテージが更新することがございます。ご了承下さい。

辛口

粘土石灰 粘土石灰

ビオロジック 認証/ エコセール ビオロジック 認証/ エコセール

750ml タイプ/

33685 ルーション 35606

参考小売/ 1300 JAN/

気軽に楽しめるスクリューキャップのオーガニックワインです。エチ
ケットのメッセージ「さあ！行こう！自然バンザイ！」のとおり、無農
薬栽培で丁寧に育てたヴィオニエのみを使用して醸造しています。
地中海に降り注ぐ南の太陽を一杯浴びて生まれたワインは、澄ん
だホワイトイエローの色調に、黄色い果実の香りとハチミツの風味
の中に程良いコクと舌触りを楽しめる爽やかな味わいです。

ラングドック

ドメ－ヌ・アザン
プティ AZAN ブラン

ヴィオニエ100％

35156 ラングドック

タイプ/

Jean Pla Selection Soleil du Sud Mas de Janiny C'est Bien Comme  a Blanc

赤 ミディアム 750ml タイプ/ 白

Dom Azan AZAN Blanc Dom Azan AZAN Rouge

Mas de Janiny C'est Bien Comme  a Rouge

ジャン・プラ　セレクション
ソレイユ デュ シュッド

マス・ド・ジャニーニ
セ ビアン コム サ ブラン

マス・ド・ジャニーニ
セ ビアン コム サ ルージュ

IGP Pays d'Oc ペイ・ドック VdF ヴァン・ド・フランス VdF ヴァン・ド・フランス

参考小売/ 1500 JAN/ 4571455203194 参考小売/ 1700 参考小売/ 1700 JAN/ 4571455198988JAN/ 4571455198971

南仏ルーションの粘土石灰に植わる地ブドウ2品種をアッサンブ
ラージュした弊社ビオワイン最安値アイテムです。低温で醸し2日
間、セメントタンクで発酵後、9ヶ月熟成しました。ガーネットの色調
から黒スグリやスパイスのアロマを感じます。フレッシュなアタック、
綺麗な酸が流れる赤系果実のエキスにミネラルと少しのタンニンが
溶け込んだ味わいは皆様に気に入って頂ける飲み易さです。

生産者とディオニーが共同開発C'est bien comme a!=それええや
ん！という意味の気軽に楽しんでいただきたい辛口白ワイン、収穫
後プレスしステンレスタンクで発酵そのまま4 ヶ月熟成、清澄せず
軽く濾過し瓶詰めしました。透明感のあるレモンイエローの外観に、
レモンやライム、ミント、トロピカルフルーツの香り、フレッシュな酸と
果実味のバランスが取れています。

生産者とディオニーで共同開発C'est bien comme a!=それええや
ん！という意味の気軽に楽しめる赤ワイン、樹齢25年のカリニャン
とシラーを収穫後ステンレスタンクで発酵と同時にマセラシオンカル
ボニック後、4 ヶ月熟成し清澄せず軽く濾過し瓶詰めしました。ル
ビーの色調に、ダークチェリーやカシスの香り、瑞々しい果実味とこ
なれたタンニンが口中に拡がります。

35577 ラングドック 34823 35040

グルナッシュ50%　シラー50%
ソーヴィニヨンブラン50％
ヴェルメンティーノ50％

IGP Pays d'Oc ペイ・ドック IGP Pays d'Oc ペイ・ドック

750ml タイプ/ 白 辛口 750ml タイプ/ 赤 ミディアム

750ml

エコセール

気軽に楽しめるスクリューキャップのオーガニックワインです。エチ
ケットのメッセージ「さあ！行こう！自然バンザイ！」のとおり、無農
薬栽培で丁寧に育てたヴィオニエのみを使用して醸造しています。
地中海に降り注ぐ南の太陽を一杯浴びて生まれたワインは、澄ん
だホワイトイエローの色調に、黄色い果実の香りとハチミツの風味
の中に程良いコクと舌触りを楽しめる爽やかな味わいです。

C tes du Roussillon Villages
コート・ド・ルーション・ヴィラージュ

参考小売/ 1800 JAN/ 4582138365320 参考小売/ 1800 JAN/ 4582138365313

ドメーヌ・アザン
AZAN ブラン

ドメーヌ・アザン
AZAN ルージュ

粘土石灰 粘土石灰

ビオロジック 認証/ エコセール 認証/ビオロジック

ラングドック

ビオロジック

ヴィオニエ100％ カベルネソーヴィニヨン50％　カリニャン50％

Mas de Janiny Le Temps des Fruits Rose Pamplemousse Mas de Janiny　Pin'Up de Janiny

マス・ド・ジャニーニ
ル タン デ フリュイ　ロゼ パンプルムース

マス・ド・ジャニーニ
ピナップ ド ジャニーニ

-

4571455194348

33967 ラングドック 35422 ラングドック

JAN/

認証/

ミディアム

参考小売/ 1900 JAN/

シラー100％

認証/

ラングドック

Dom Azan Petit AZAN Blanc Dom Azan Petit AZAN Rouge

4582138365337

375ml 辛口 タイプ/

ドメ－ヌ・アザン
プティ AZAN ルージュ

IGP Pays d'Oc ペイ・ドック IGP Pays d'Oc ペイ・ドック

34824

4582138365344

白 ミディアム

4571455206881 参考小売/ 1900 JAN/

ジャン・プラ　セレクション
アッサンブラージュ デュ シュッド

35696 ラングドック

Mas de Janiny Le Temps des Gitans Syrah

マス・ド・ジャニーニ
ル タン デ ジタン　シラー

IGP Pays d'Oc ペイ・ドック

参考小売/ 1900

グルナッシュ40％ シラー30％
カリニャン20％ ムールヴェードル10％

南仏ルーションのシスト土壌と粘土石灰土壌に植わる地ブドウ4品
種をアッサンブラージュしました。収穫後にセメントタンクで発酵し
60％はそのまま熟成、40％は木樽で12ヶ月熟成、清澄はせず軽く
濾過し瓶詰めしました。赤紫の外観からすみれや黒すぐりの香りを
感じます。しっかりとしたアルコール感と果実のバランスもよくコスト
パフォーマンスの高いフルボディに仕上がっています。

タイプ/ 赤

4582138363418

粘土石灰

赤 フルボディ

参考小売/

スクリューキャップがポイントのカジュアルなオーガニックワインで
す。エチケットのメッセージ「さあ！行こう！自然バンザイ！」のとお
り、無農薬栽培で丁寧に育てた黒ブドウのみを使用して醸造してい
ます。地中海に降り注ぐ南の太陽を一杯浴びて生まれたワインは、
ガーネット色に輝き、豊かな黒果実の香りの中にカシス系のしっか
りした凝縮感と渋味が強すぎないやわらかな飲み心地です。

VdF ヴァン・ド・フランス

パンプルムースはフランス語でグレープフルーツ、直接圧搾して
造ったジタン・ロゼに水、砂糖、グレープフルーツアロマを加えて造
られますが全てオーガニック原料を使用しています。ほんのり淡い
ピンクを帯びた透明の液面からフローラル香が拡がります。甘やか
なキャンディに程良い酸味が絡み合い、ピンクグレープフルーツの
砂糖漬けの甘酸っぱさがアフターを華やかに演出してくれます。

南仏生まれのピノノワールをセクシーイメージのピンナップガールと
かけてピナップと名付けました。キャップシールのキュートなピンク
色が印象的なコストパフォーマンス溢れる味わいです。深いルビー
色にイチゴやフランボワーズのチャーミングな香りが広がり、しばら
くすると煮詰めたジャムや白胡椒のスパイシーなニュアンスを感じ、
少し高めの酸ですが果実の旨味が綺麗に溶け込みます。

赤

粘土石灰 粘土石灰

ビオロジック 認証/ エコセール エコセールビオロジック

タイプ/ ロゼ やや甘口 750ml タイプ/750ml

ル タン デ ジタン　ロゼのセパージュによる ピノノワール100％

認証/ エコセール

粘土石灰

南仏オーガニックワインの人気シリーズ「ルタンデジタン」の青ラベ
ル、ニームとベジエの間にあるサン・ボジル・ド・ラ・シルビー村で健
康なブドウを育て丁寧に醸造しています。濃い赤紫色で、完熟した
シラーならではのスパイシーな香りの中にほんのりロースト香が感
じられます。果実の凝縮感が若干の力強さと深み、心地良い余韻を
与えつつも全体的にはフルーティーで優しい味わいです。

ミディアム

ビオロジック

ビオロジック 認証/

ビオロジック 認証/ エコセール

750ml タイプ/

35601 ラングドック

赤 ミディアム

スクリューキャップがポイントのカジュアルなオーガニックワインで
す。エチケットのメッセージ「さあ！行こう！自然バンザイ！」のとお
り、無農薬栽培で丁寧に育てた黒ブドウのみを使用して醸造してい
ます。地中海に降り注ぐ南の太陽を一杯浴びて生まれたワインは、
ガーネット色に輝き、豊かな黒果実の香りの中にカシス系のしっか
りした凝縮感と渋味が強すぎないやわらかな飲み心地です。

シスト 粘土石灰

カベルネソーヴィニヨン50％　カリニャン50％

ビオロジック

JAN/

粘土石灰

エコセール

375ml

タイプ/

認証/

参考小売/ 1300 JAN/

赤

エコセール

エコセール

粘土石灰

4571455198995

750ml

1800

Jean Pla Selection Assemblage du Sud

ルーション

シラー50％　カリニャン50％

酸化防止剤無添加の商品はお取り扱いにご注意ください

（基本的に15度以下の保存をお願いします）

1



VIN 2022 VIN 2021 VIN 2021

呼称/ 呼称/ 呼称/

規格/ × 12 ・ 規格/ × 12 ・ 規格/ × 12 ・

栽培/ 栽培/ 栽培/

土壌/ 土壌/ 土壌/

VIN 2018 VIN 2020 VIN 2020

呼称/ 呼称/ 呼称/

規格/ × 12 ・ 規格/ × 12 ・ 規格/ × 12 ・

栽培/ 栽培/ 栽培/

土壌/ 土壌/ 土壌/

VIN 2021 VIN 2021 VIN 2021

呼称/ 呼称/ 呼称/

規格/ × 12 ・ 規格/ × 12 ・ 規格/ × 12 ・

栽培/ 栽培/ 栽培/

土壌/ 土壌/ 土壌/

VIN 2021 VIN 2021 VIN 2021

呼称/ 呼称/ 呼称/

規格/ × 12 ・ 規格/ × 12 ・ 規格/ × 12 ・

栽培/ 栽培/ 栽培/

土壌/ 土壌/ 土壌/

予告なくヴィンテージが更新することがございます。ご了承下さい。

緑岩 片麻岩

4582138361025 参考小売/ 2300 4582138361049 参考小売/ 2300

辛口 タイプ/ 辛口

JAN/ 4573461655493

Ch de La Bonneliere Touraine Sauvignon Ch de La Bonneliere Chinon Rive Gauche Bonnet-Huteau Muscadet Les Bonnets Blancs

白

Chinon シノン
Muscadet S vre et Maine
ミュスカデ・セーブル・エ・メーヌ

参考小売/ 2300 JAN/

ミディアム

1989年設立の歴史あるドメーヌが造るロワールのオーガニックワイ
ンのロングセラーです。果皮を少し破いて醸すマセラシオン・ペニ
キュレールを6時間行った後、デキュヴァージュし空気圧搾した果汁
を温度管理しながらステンレスタンクで発酵、シュールリーで熟成し
ました。淡いイエローの外観からフレッシュバジルやレモンの香りを
感じます。爽やかかつ美しい酸、安定感はさすがです。

教会で隣に座った男性が描いた素敵な落書きをエチケットデザイン
にしたシノンのロングセラーです。ロワール川左岸で育つカベルネ
フランを4週間醸し発酵、セメントタンクでマロと熟成を行いました。
紫帯びたルビー色から赤果実やお花の香りが拡がります。青くさい
フランを微塵も感じさせないストレートでピュアな果実に、少しのタン
ニンが溶け込むバランスの良いナチュラルな味わいです。

ミュスカデで絶え間ない進化を続ける家族経営のドメーヌであるボ
ネ・ユトー、エコセール認証を取得した区画タルシエールのキュヴェ
名を変更し新たな装いでお目見えです。地下のセメントタンクで発
酵後そのまま6～10ヶ月熟成しました。 淡いクリーム色、レモンライ
ムなどの柑橘の香り、キレのある酸とふっくらとした果実感がボディ
を構成し塩気がアフターのアクセントとして彩ります。

エコセール ビオロジック 認証/ エコセール

ソーヴィニヨンブラン100％ カベルネフラン100％

ビオロジック 認証/ エコセール

粘土 砂利

ビオロジック 認証/

ミュスカデ100％

シャトー・ド・ラ・ボンヌリエール
トゥーレーヌ ソーヴィニヨン

シャトー・ド・ラ・ボンヌリエール
シノン リーヴ ゴッシュ

ボネ・ユトー
ミュスカデ　レ ボネブラン

Touraine トゥーレーヌ

35352 35584 35365

シャルドネ100％ カベルネソーヴィニヨン100％ ピクプール100％

リヴィングアース（生きている地球）は、「オーガニック栽培＝自然回
帰が美しい星地球をこれ以上汚さない一歩になれば」との思いを込
めて誕生しました。地球をイメージした丸いエチケットに大地とブド
ウの味わいを表現しました。健康なシャルドネならではの輝く黄金
色にパイナップルやパッションフルーツなどの華やかな香り、ふっく
らとした果実味とやさしい酸味が心地良い味わいです。

リヴィングアース（生きている地球）は、「オーガニック栽培＝自然回
帰＝環境保護＝身体に優しいをコンセプトに、美しい星地球をこれ
以上汚さない一歩になれば」との思いを込めて誕生しました。南仏
の輝く太陽を一杯浴びたオーガニック栽培のカベルネ100％で造ら
れます。艶のある紫色で赤いベリー系の果実やミントの香りに、程
良い渋味がバランス良く果実味に溢れた優しい味わいです。

無農薬栽培で丁寧に育てたピクプール100％のワインです。ピク
プール･ド･ピネというエリアは地中海からわずか6kmで潮の香りを
たっぷり含んだ海風が心地良く吹きつけます。クリアな麦藁色でレ
モンやグレープフルーツの爽やかな香りが広がり、塩味を感じる豊
かなミネラルと芳醇な果実味がボリューム感をもたらし、キレの良い
酸が全体をまとめ、旬の魚介類にもぴったりな味わいです。

750ml タイプ/ 白 750ml 赤 750ml タイプ/

JAN/

辛口

参考小売/ 2300 JAN/ 4582138364224

エコセール

粘土石灰 粘土石灰 粘土石灰

ビオロジック 認証/ エコセール ビオロジック 認証/ エコセール

JAN/ 4582138362497

赤 ミディアム 750ml タイプ/

ビオロジック 認証/

白

Living Earth Chardonnay Living Earth Cabernet Sauvignon Dom Azan Picpoul de Pinet

リヴィングアース
シャルドネ

リヴィングアース
カベルネソーヴィニヨン

ドメーヌ・アザン
ピクプール・ド・ピネ

IGP Pays d'Oc ペイ・ドック

750ml タイプ/ 白 辛口 750ml タイプ/

IGP Pays d'Oc ペイ・ドック Picpoul de Pinet ピクプール・ド・ピネ

参考小売/ 2200 JAN/ 4582138362503 参考小売/ 2200

35427 ラングドック 35428 ラングドック 35576

メルロー70％
カベルネソーヴィニヨン30％

カベルネソーヴィニヨン60％
メルロー40％

メルロー90％
カベルネソーヴィニヨン10％

キュヴェ名の「ヴィーニュ・ヴェルト」は、健康で活々とした畑の「緑
のブドウ樹」を意味しています。リュルトンが無農薬栽培畑を管理
し、ブドウ本来の持ち味を最大限にそのまま引き出すことが出来る
自然な醸造法で仕上げます。赤紫の色調でカシスやブラックベリー
など赤い果実やスパイスの香りがあり、程良い果実味と酸味そして
タンニンが上手く調和し、飲み飽きしない味わいです。

「海、太陽、動物、そして私たち、自然があるべき姿であるために」と
いう思いで、南仏産の無農薬ブドウ100%で造る「生き生きとした自
然」という名のワインです。トロピカルなエチケットはカウアイ島の
ビーチを描いたものです。照りのある赤紫、控えめながらスグリや
野生カシスの香りが顔を覗かせます。程良いタンニンと酸がうまく融
合したフレッシュさを感じる柔らかな飲み心地です。

1650年にボルドーの地でブドウ樹の植樹を始めた代々続く大規模
経営のリュルトンファミリーが手がけるビオシリーズで、メルローとカ
ベルネソーヴィニョンをステンレスタンクで発酵後、12ヶ月熟成しま
した。褐色を帯びたレンガ色、カシスやダークチェリー、オークの香
り、やや直線的な印象ですが滑らかなタンニンが柔らかく、果実味
と熟成感が調和するシルキーなアフターが特徴です。

ミディアム

参考小売/ 2200 JAN/ 4573461652461

エコセール

粘土石灰 粘土石灰

ビオロジック 認証/ エコセール ビオロジック 認証/ エコセール

JAN/ 4582138364002

赤 ミディアム 750ml タイプ/

ビオロジック 認証/

赤

粘土石灰

Vignes Vertes Rouge Nature Vivante Rouge Ch teau Haut Moulin Louise

ヴィーニュ･ヴェルト
ルージュ

ナチュール・ヴィヴァン
ルージュ

シャトー・オー・ムーラン
ルイーズ

Bordeaux ボルドー

750ml タイプ/ 赤 ミディアム 750ml タイプ/

IGP Pays d'Oc ペイ・ドック Bordeaux ボルドー

参考小売/ 2100 JAN/ 4582138362008 参考小売/ 2200

34531 ボルドー 35097 ラングドック 35412

ソーヴィニヨンブラン60％
ヴェルメンティーノ20％
グルナッシュブラン20％

サンソー60％　シラー20％
カリニャン10％　グルナッシュ10％

カリニャン100％

南仏オーガニックワインの人気シリーズ「ルタンデジタン」の白、
ニームとベジエの間にあるサン・ボジル・ド・ラ・シルビー村で健康な
ブドウを育て丁寧に醸造しています。キリッと冷やして気軽に楽しん
でいただきたい辛口です。透明感のある麦藁色で、ソーヴィニヨン
ブランが主体のハーブや柑橘系の香りとライムのような瑞々しい酸
と果実味がどれも突出せず程良くまとまった味わいです。

南仏オーガニックワインの人気シリーズ「ルタンデジタン」のロゼワ
イン、ニームとベジエの間にあるサン・ボジル・ド・ラ・シルビー村で
健康なブドウを直接圧搾して造ります。輝くサーモンピンクの外観
から、さくらんぼやザクロの甘酸っぱい香りが顔を覗かせます。爽
やかな酸に続くチャーミングな果実と少しのミネラルが親しみやす
い辛口で気軽に飲める味わいで幅広いお料理と楽しめます。

ワイン専門誌で「旨安ワイン大賞」受賞した人気キュヴェです。コミ
カルで陽気なエチケットとキュートなコルクが一際目を引く南仏ビオ
「ルタンデジタン」の赤ラベルは、ニームとベジエの間にあるサン・ボ
ジル・ド・ラ・シルビー村の高樹齢カリニャンを丁寧に醸造しました。
透明感のある紫色で、スミレや乾燥ハーブなどの清涼感ある香りに
程良いボリュームを伴うジューシーな味わいです。

マス・ド・ジャニーニ
ル タン デ ジタン　ブラン

粘土石灰 粘土石灰 粘土石灰

ビオロジック 認証/ エコセール ビオロジック 認証/ エコセール

IGP Pays d'Oc ペイ・ドック

750ml タイプ/ 白 辛口

参考小売/ 1900 JAN/ 4582138365603

マス・ド・ジャニーニ
ル タン デ ジタン　カリニャン

IGP Pays d'Oc ペイ・ドック

750ml タイプ/

IGP Pays de l'H rault  ペイ・ド・レロー

参考小売/ 1900 JAN/ 4582138363180

ロゼ 750ml タイプ/

マス・ド・ジャニーニ
ル タン デ ジタン　ロゼ

辛口

ボルドー

ラングドック

ロワール ロワール ロワール

スティルワイン

35694 ラングドック 35499 ラングドック 35605 ラングドック

Mas de Janiny Le Temps des Gitans Blanc Mas de Janiny Le Temps des Gitans Rose Mas de Janiny Le Temps des Gitans Carignan

ビオロジック 認証/

赤 ミディアム

参考小売/ 1900 JAN/ 4582138362947

エコセール

酸化防止剤無添加の商品はお取り扱いにご注意ください

（基本的に15度以下の保存をお願いします）
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VIN 2021 VIN 2019

呼称/ 呼称/

規格/ × 12 ・ 規格/ × 12 ・

栽培/ 栽培/

土壌/ 土壌/

VIN 2019 VIN 2019 VIN 2021

呼称/ 呼称/ 呼称/

規格/ × 6×2 ・ 規格/ × 6×2 ・ 規格/ ＊ 8 ・

栽培/ 栽培/ 栽培/

土壌/ 土壌/ 土壌/

VIN 2022 VIN 2021 VIN 2022

呼称/ 呼称/ 呼称/

規格/ ＊ 6 ・ 規格/ × 6 ・ 規格/ × 6 ・

栽培/ 栽培/ 栽培/

土壌/ 土壌/ 土壌/

VIN 2022 VIN 2021 VIN 2021

呼称/ 呼称/ 呼称/

規格/ ＊ 6 ・ 規格/ × 6 ・ 規格/ × 6 ・

栽培/ 栽培/ 栽培/

土壌/ 土壌/ 土壌/

予告なくヴィンテージが更新することがございます。ご了承下さい。

スティルワイン

35637 35562

辛口 1000ml

参考小売/ 2200

ビオロジック 認証/

-

リスト
グリューナー・ヴェルトリーナー

1000ml タイプ/ 白

JAN/

オーストリア／ライタベルク オーストリア／ライタベルク

Liszt Blaufr nkisch

タイプ/ 赤

Raser-Bayer Carnuntum Gr ner Veltliner Raser-Bayer Carnuntum Zweigelt

ラングドック

-

JAN/ 4573461676276 参考小売/ 2200 4573461674753

認証/ LACON Bio Certificate

石灰 泥灰土

グリューナー・ヴェルトリーナー100％ ブラウフレンキッシュ100%

ウィーン少年合唱団の一員で世界中で歌った経験があるからこそ
家族から受け継いだファーマ―としての血を意識しブルゲンラント
地方ライタベルクをこよなく愛すベルンハルトがグリュナーヴェルト
リーナーを醸し後、ステンレスタンクで発酵・熟成しました。淡いレモ
ンイエロー色、カリンやオレンジピールの香り、瑞々しくフレッシュな
酸と心地の良い苦味が滑らかなアフターへと流れます。

ブルゲンラント地方ライタベルグ、代々養豚業・ホイリゲを家族経営
するワイナリーで現当主ベルンハルトは地産地消やサステナブル
農業を推進しています。ブラウフレンキッシュをプレス後ステンレス
タンクで発酵し、大樽で熟成しました。粘性豊かな小豆色、ザクロや
カシス、スパイシーなブラックペッパーの香り、ピュアな果実感に豊
かなタンニン、滑らかな余韻がアフターへ続きます。

リスト
ブラウフレンキッシュ

ビオロジックLACON Bio Certificate

ミディアム

Liszt Gr ner Veltliner

辛口

IGP Pays d'Oc ペイ・ドック

JAN/JAN/

レイザー・バイヤー
カルヌントゥム ツヴァイゲルト

-

粘土 レス

認証/ LACON Bio Certificate ビオロジック

参考小売/参考小売/ JAN/ 4571455200889

マス・ド・ジャニーニ
BIB　シラー

1000ml タイプ/ 白

4573461674746

認証/ LACON Bio Certificate

ミディアム ミディアム

35560 オーストリア／カルヌントゥム 35561 オーストリア／カルヌントゥム 35475

4573461674739

35670

グリューナー・ヴェルトリーナー100％ ツヴァイゲルト100％

ニーダーエスタライヒ地域ウィーン南東部近郊カルヌントゥムで人気
のホイリゲを営む家族経営のワイナリーで、粘土とレス土壌で育つ
グリューナーヴェルトリーナーをステンレスタンクで発酵・熟成しまし
た。光沢あるクリーム色、パイナップルやオレンジピールの香り、滑
らかな口あたりに硬質のミネラルをたっぷり含む深い味わいから丸
い酸を伴う綺麗なアフターへ流れる美しい逸品です。

ニーダーエスタライヒ地域ウィーン南東部近郊カルヌントゥムで人気
のホイリゲを営む家族経営のワイナリーで、粘土と黄土で育つツ
ヴァイゲルトをステンレスタンクで発酵、マロラクティック発酵後、熟
成しました。ピンクを帯びたルビー色、ストロベリーやフランボワー
ズの甘い香り、柔らかい酸を伴うアタックにじわりと拡がるエキス、タ
ンニンは程良く、安心感のある落ち着きを見せてくれます。

サン・ボジル・ド・ラ・シルビー村の特別区画で無農薬栽培する高樹
齢シラーから造るボックスタイプのプレミアムキュヴェです。ガー
ネットの綺麗な色調で、閉じ気味ながらスミレや甘草の香りの後に
スパイシーなロースト香が感じられます。落ち着いた果実味に優し
いタンニンが溶け込む滑らかな口当たりで、喉もとをするっと心地良
く通り過ぎるフルーティーでフレッシュな軽快さが特徴です。

ラングドック ラングドック イタリア／アブルッツォ

シラー100％

35607 35608

レイザー・バイヤー
カルヌントゥム グリューナー・ヴェルトリーナー

ビオロジック

-

赤

マス・ド・ジャニーニ
BIB　ブラン

マス・ド・ジャニーニ
BIB　ルージュ

ルナーリア
マルヴァジア

VdF ヴァン・ド・フランス

3000ml タイプ/ 白 辛口 3000ml タイプ/

VdF ヴァン・ド・フランス
IGT Terre di Chieti
テッレ・ディ・キエーティ

参考小売/ 4500 JAN/

ミディアム 3000ml タイプ/

4571455201350 参考小売/ 4500

Mas de Janiny BIB Blanc Mas de Janiny BIB Rouge Lunaria Malvasia

ソーヴィニヨンブラン60％　グルナッシュブラン20％
ヴェルメンティーノ20％

カリニャン100％ マルヴァジア85% その他15%

粘土石灰 粘土石灰 石灰　石

ビオロジック 認証/ エコセール ビオロジック 認証/ エコセール ビオディナミ 認証/

35671 イタリア／アブルッツォ 35363 イタリア／アブルッツォ 35698 イタリア／アブルッツォ

お馴染みのルタンデジタン・ブランと同じキュヴェを使用し、「美味し
いオーガニックワインをよりお手軽価格で」という思いで造ったボ
クッスワイン、キリッと冷やして気軽に楽しめる、スルスル喉を通る
これぞカブ飲みタイプです。透明感のある麦藁色で、ソーヴィニヨン
ブランが主体のハーブや柑橘系の香りとライムのような瑞々しい酸
と果実味がどれも突出せず程良くまとまった味わいです。

お馴染みのルタンデジタン・カリニャンと同じキュヴェを使用し、「美
味しいオーガニックワインをよりお手軽価格で」という思いで造った
ボクッスワイン、少し冷やして気軽に楽しめる、スルスル喉を通るこ
れぞカブ飲みタイプです。南仏の輝く太陽を浴びたカリニャン100％
の透明感のある紫色、スミレや乾燥ハーブなどの清涼感ある香りに
程良いボリュームを伴うジューシーな味わいです。

イタリア・アブルッツォ州で30年前よりビオで栽培を行う協同組合が
05年よりビオディナミ農法で育てたマルヴァジアを主体にステンレス
で30日間発酵、3ヶ月熟成しました。淡いイエローの外観から青りん
ごや桃、ゼラニウムや花の蜜の芳香性の高いアロマを感じます。ク
リアではありますが熟した果実と上品な酸が交じり合うボリュームあ
るワインでミネラルの存在が華を添えてくれます。

ピノグリージョ85% その他15% モンテプルチアーノ100％ モンテプルチアーノ100％

DOC Montepulciano d'Abruzzo
モンテプルチアーノ・ダブルッツォ

参考小売/ 4800 JAN/

3000ml タイプ/ 3000ml

DOC Cerasuolo d'Abruzzo
チェラスオーロ・ダブルッツォ

オレンジ 辛口
ロゼ
（薄赤）

辛口 3000ml タイプ/

イタリア・アブルッツォ州で30年前よりビオで栽培を行う協同組合が
05年よりビオディナミ農法で育てたピノグリージョを主体に醸し後、
ステンレスで発酵、そのまま熟成しました。淡いピンクの外観に、り
んごキャンディやハーブ、桜餅の甘やかな香りが拡がります。グ
レープフルーツとリンゴジュースをミックスしたフレッシュな味わい
で、果実と穏やかな酸のバランスが好印象の逸品です。

イタリア・アブルッツォ州で30年前よりビオで栽培を行う協同組合が
05年よりビオディナミ農法で育てたモンテプルチアーノをステンレス
で8時間醸し、30日間発酵、4ヶ月熟成しました。クリアなアセロラカ
ラー、Cerasa（伊語＝さくらんぼ）を由来としたワイン名のごとく、チェ
リーやあんずの香りが拡がり、薄旨の味わいはシャープな酸が骨
格を成し美しきアフターへと流れます。

イタリア・アブルッツォ州で30年前よりビオで栽培を行う協同組合が
05年よりビオディナミ農法で育ったモンテプルチアーノをステンレス
タンクで15日間発酵後、24ヶ月熟成しました。深く黒味を帯びた赤
紫の外観から、ブルーベリーやカシスジャム、ヨーグルトの香りを感
じます。濃厚でボリュームある果実味が溢れ、タニックでナチュラル
なフルボディをお求めの方にお勧めいたします。

ビオディナミ 認証/ デメテール ヴィーガン ビオディナミ 認証/ デメテール ヴィーガン

石灰　石 石灰　石

デメテール ヴィーガン認証/ビオディナミ

ルナーリア
ピノグリージョ

ルナーリア
チェラスオーロ・ダブルッツォ

ルナーリア
モンテプルチアーノ・ダブルッツォ

IGT Terre di Chieti
テッレ・ディ・キエーティ

4571455203965 参考小売/

石灰　石

3800

Lunaria Cerasuolo d'Abruzzo

フルボディ

参考小売/ 4800 JAN/ 4571455203972

Lunaria Montepulciano d'Abruzzo

辛口

参考小売/ 4800 JAN/ 4571455203958

デメテール ヴィーガン

JAN/ 4571455201343

赤 白

2300 参考小売/ 2300

石灰 泥灰土

Mas de Janiny BIB Syrah

赤タイプ/

4800 JAN/ 4571455205396

Lunaria Pinot Grigio

粘土石灰

赤タイプ/

認証/ エコセール

粘土 黄土

2000ml タイプ/1000ml

ビオロジック

酸化防止剤無添加の商品はお取り扱いにご注意ください

（基本的に15度以下の保存をお願いします）
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VIN NV VIN NV VIN NV

呼称/ 呼称/ 呼称/

規格/ × 12×2 ・ 規格/ × 12×2 ・ 規格/ × 12 ・

栽培/ 栽培/ 栽培/

土壌/ 土壌/ 土壌/

VIN NV VIN 2020 VIN NV

呼称/ 呼称/ 呼称/

規格/ × 12 ・ 規格/ × 6×2 ・ 規格/ × 12 ・

栽培/ 栽培/ 栽培/

土壌/ 土壌/ 土壌/

VIN NV VIN NV VIN NV

呼称/ 呼称/ 呼称/

規格/ × 12 ・ 規格/ × 6×2 ・ 規格/ × 12 ・

栽培/ 栽培/ 栽培/

土壌/ 土壌/ 土壌/

VIN NV VIN NV

呼称/ 呼称/

規格/ × 12 ・ 規格/ × 12 ・

栽培/ 栽培/

土壌/ 土壌/

予告なくヴィンテージが更新することがございます。ご了承下さい。

スパークリングワイン

53449 ブルターニュ　酸化防止剤無添加 53448 ブルターニュ　酸化防止剤無添加 53296 ブルターニュ　酸化防止剤無添加

Le Cellier de Boal Cidre Fermier Petit Brut Le Cellier de Boal Cidre Fermier Petit Demi Sec Le Cellier de Boal Cidre Fermier Brut

ル･セリエ･ド･ボール
シードル　フェルミエ　ブリュット

-　　　　　　　　　Cidre シードル -　　　　　　　　　Cidre シードル

参考小売/ 1000 JAN/ 4582138365047

白泡 750ml タイプ/

ビオロジック 認証/

白泡 辛口

参考小売/ 1500 JAN/ 4582138363760

ビューロヴェリタス

ル･セリエ･ド･ボール
シードル　フェルミエ　プティ　ドゥミセック

やや辛口

-　　　　　　　　　Cidre シードル

330ml タイプ/ 白泡 辛口 330ml タイプ/

参考小売/ 1000 JAN/ 4582138365054

53295 ブルターニュ　酸化防止剤無添加 35476 ノルマンディ 34393 ブルゴーニュ

ブルターニュ産リンゴ100％ ブルターニュ産リンゴ100％ ブルターニュ産リンゴ100％

無農薬無添加で造るリンゴ酒、小ぶりな地元産リンゴを数種類ブレ
ンドしグラスファイバータンクで4ヶ月間かけて発酵、SO2無添加で
瓶詰しました。日本向けに特別小容量で瓶詰めしたアルコール度
数5.5％の本格派シードルです。輝く濃い麦わら色で、キレのある完
熟リンゴの旨みとコクに微かに感じる塩気が奥行をもたらし、リンゴ
の皮のような渋味が全体をバランス良く整えてくれます。

無農薬無添加のシードル、ブリュットと同じ自然な醸造法ですが、
フィルタリングにより途中でアルコール発酵を止めてやや甘口に仕
上げています。日本向けに特別小容量で瓶詰めしたアルコール度
数4％のドゥミセックです。輝く濃い麦わら色で熟したリンゴの芳醇な
香りの中にパインやシナモン、ハニートーストのニュアンスを感じ、
口に含むとジューシーで心地良い甘みが一杯に広がります。

リンゴ栽培家が無農薬無添加で造るブルターニュ産のシードル、ア
ルコール度数5.5％の本格派ブリュットです。日本より小ぶりな地元
産リンゴを数種類ブレンドしグラスファイバータンクで4ヶ月間発酵、
SO2無添加で瓶詰めしました。輝く濃い麦わら色でキレのある完熟
リンゴの旨みとコクに微かに感じる塩気が奥行をもたらしリンゴの皮
のような渋味が全体をバランス良く整えてくれます。

ル･セリエ･ド･ボール
シードル　フェルミエ　プティ　ブリュット

火山灰　粘土 火山灰　粘土 火山灰　粘土

ビオロジック 認証/ ビューロヴェリタス ビオロジック 認証/ ビューロヴェリタス

Le Cellier de Boal Cidre Fermier Demi Sec Ferme de La Motte Poire Domfront Comte Royer de Bravard Blanc de Blanc

ル･セリエ･ド･ボール
シードル　フェルミエ　ドゥミセック

フェルム・ド・ラ・モット
ポワレ ドンフロン

コン トロワイエ ド ブラヴァー
ブラン ド ブラン

-　　　　　　　　　Cidre シードル

750ml タイプ/ 白泡 やや辛口 750ml タイプ/

Poir  Domfront ポワレ・ドンフロン Vin Mousseux ヴァン・ムスー

参考小売/ 1500 JAN/ 4582138363753 参考小売/ 1800

辛口

参考小売/ 2000 JAN/ 4571455199008

エコセール

火山灰　粘土 泥土石灰 粘土石灰

ビオロジック 認証/ ビューロヴェリタス ビオロジック 認証/ エコセール

JAN/ 4582138365412

白泡 やや辛口 750ml タイプ/

ビオロジック 認証/

白泡

53535 スペイン／カタルーニャ 34836 ボルドー 53536 スペイン／カタルーニャ

ブルターニュ産リンゴ100％ ノルマンディ産洋梨100％ アイレン100％

リンゴ栽培家が無農薬無添加で造るブルターニュ産のシードルで
す。ブリュットと同じ自然な醸造法ですがフィルタリングにより途中で
発酵を止めることによりアルコール度数は控えめの4％で、やや甘
口に仕上げています。輝く濃い麦わら色で熟したリンゴの芳醇な香
りの中にパインやシナモン、ハニートーストのニュアンスを感じなが
ら口に含むとジューシーで心地良い甘みが一杯に拡がります。

ノルマンディ地方で自家無農薬栽培の洋梨（プラン・ド・ブラン）100%
で造るポワレで、10月に収穫しプレス後、グラスファイバータンクで
一次発酵を2週間行い果醪をフィルターで取り除きそのまま7ヶ月間
発酵、瓶に詰め替えて65日間の瓶内熟成を経て仕上がりました。ラ
イトイエローの色調、落ち着いた泡立ち、フレッシュなジュースは優
しい旨味に甘みが安心感をもたらします。

有機栽培のスペイン品種アイレンをプレス後、シャルマ方式で二次
発酵し瓶詰め、清澄はせず軽く濾過し瓶詰めしました。輝きのある
イエローゴールドの色調、きめ細かい泡から白い花やレモン、ヨー
グルトの香りが次々と拡がります。爽やかな柑橘系のフルーティさ
の旨みが溢れる中、白コショウのニュアンスに柔らかな酸が交差
し、どんな場面にも合わせやすい万能スパークリングワインです。

Castell d'Age Cava Anne Marie Brut Nature Reserva Ch Haut Mallet Bourdieu Cr mant de Bordeaux Brut Castell d'Age Cava Anne Marie Brut Ros 

カステル・ダージュ
カヴァ アンヌマリー ブリュット ナチュレ レセルヴァ

シャトー・オー・マレ
ボルデュー クレマン・ド・ボルドー ブリュット

カステル・ダージュ
カヴァ アンヌマリー ブリュット ロゼ

D.O.Cava カヴァ

750ml タイプ/ 白泡 辛口 750ml タイプ/

Cremant de Bordeaux クレマン・ド・ボルドー D.O.Cava カヴァ

参考小売/ 2400 JAN/ 4582138365825 参考小売/ 2500 JAN/ 4573461663160

白泡 辛口 750ml タイプ/ ロゼ泡 辛口

参考小売/ 2700 JAN/ 4582138365832

チャレッロ40％　マカベオ40％
パレリャーダ20％

セミヨン100％ ピノノワール100％

バルセロナ近郊でビオディナミ栽培されるブドウを丁寧に手造りした
賜物です。ゆっくりプレスしステンレスタンク内発酵、24ヶ月間瓶内2
次発酵後、ノンドザージュで瓶詰めしました。輝くレモンイエローの
色調で、ほのかに青リンゴやライムのような爽やかな香りを感じつ
つ、極め細かく滑らかな泡とシャープで上品な酸が織り成す口当た
りは、シャンパーニュと遜色ないリッチな味わいです。

ボルドーのアントルドゥメール地区南部で1963年よりビオロジック栽
培を続けてきたシャトー・オー・マレ一家が造るセミヨン100％のクレ
マンでスリニャックに所有する土地名を冠しています。グリーンを帯
びた淡いイエローから、ハーブ、レモンや白い花の香り、やさしい泡
に包まれたフルーティー且つミネラリーなテイストに心地良い酸を伴
う均衡のとれたアフター、素晴らしいコスパです。

ピノノワールならではの上品な膨らみと柔らかな喉ごしを楽しめる旨
味あるロゼカヴァです。バルセロナ近郊でビオディナミ栽培されるブ
ドウをゆっくりプレスしステンレスタンク内発酵、15ヶ月間瓶内2次発
酵後、ドザージュ5g/Lで瓶詰めしました。輝きある赤みを帯びたピ
ンクの色調に極め細やかな泡、イチゴやラズベリーの香りが魅力的
で優しい甘みと爽やかな酸が絶妙のバランスです。

ビオディナミ 認証/ デメテール

粘土石灰

ビオディナミ 認証/ デメテール ビオロジック 認証/ エコセール

粘土石灰 粘土泥土

チャレッロ40％　マカベオ40％
パレリャーダ10％　シャルドネ10％

4571455206256 参考小売/ 2900

辛口

沖積土 花崗岩 粘土石灰

33874 アルザス 34301

Cremant D'Alsace Brut Nature  Selectionne Par Marc Temp Castell d'Age Cava Aur lia Brut Nature Reserva

JAN/ 4573461653307

白泡

Cr mant d'Alsace クレマン・ダルザス

750ml タイプ/ 白泡

スペイン／カタルーニャ

粘土石灰

テンペが日本の皆様にセレクトしたとっておきのクレマン・ダルザス
です。ブドウ3種を直接圧搾後、ステンレスタンクで発酵、5ヶ月熟
成、ティラージュ、デゴルジュマンを経て2年瓶内熟成を行いました。
ほんのりグリーンを帯びたイエローの外観に細かな泡が輝き、丸み
のあるふくよかな果実に柑橘の酸、長熟由来の奥深さはシャン
パーニュに匹敵する味わいです。

シャンパーニュファンをも魅了する味わいです。バルセロナ近郊で
ビオディナミ栽培されるブドウをゆっくりプレスしステンレスタンク内
発酵、36ヶ月間瓶内2次発酵後、ノンドザージュで瓶詰めしました。
輝くイエローの滑らかで上品な泡にグレープフルーツやリンゴ、熟
成感ある複雑な香りが拡がり、キレのある酸が特徴です。シャルド
ネをブレンドすることで更にエレガントさが増しました。

ビオロジック 認証/ AB ビオディナミ 認証/ デメテール

D.O.Cava カヴァ

参考小売/ 2700 JAN/

クレマン・ダルザス ブリュット ナチュール
セレクショネ パー マルク・テンペ

カステル・ダージュ
カヴァ  オーレリア ブリュット ナチュレ レセルヴァ

辛口 750ml タイプ/

ピノノワール　ピノオーセロワ　ピノブラン
１/3ずつ

酸化防止剤無添加の商品はお取り扱いにご注意ください

（基本的に15度以下の保存をお願いします）
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