2017年3月

島崎株式会社
＆

VINIAGE

自然派ワイン（ヴァン ナチュール）ってナニ？
｢自然派ワイン｣という言葉が飛び交う今日この頃
ですが、意外と｢自然派ワイン｣を説明できる人は
少ないのではないでしょうか？
そもそも｢自然派ワイン｣という言葉に定義があり
ませんので、コレだ！という答えはありません。
島崎㈱では、VINIAGEという媒体を通して、より
多くの方に自然派ワインをご紹介していきたいと
考えています。

［私たちの考える自然派ワイン］
私たちの考える自然派ワインを言葉で表すとすれば

｢何も足さない、何も引かない｣
これに尽きると思います。

自然派ワイン＝テロワールを最大限に表現するための方法の一つ
・補糖、補酸、SO2、培養酵母を添加しない←足さない
・無濾過、無清澄←引かない
要するに、原材料＝ブドウ 以上、ということになります。
有機栽培（ビオロジック、ビオディナミ等）は自然派ワインにとってとても重要な要素
ですが、｢何も足さない｣ために（特にSO2と培養酵母）有機栽培を行っているといった
ほうがしっくりくるかと思います。巷では有機栽培（ビオ、BIOと名のつく）ワインを
自然派ワインとして販売されたりもしていますが、多量のSO2や培養酵母を添加して
いては本末転倒です。

そして、原料となるブドウの旨さを出来る限り引き出して造られたワインに対して、濾過や
清澄といった所謂ワインをキレイする作業を基本的に行いません。
濾過はワインをフィルターにかけ、ワイン中の微生物（酵母等）を除去します。
清澄は清澄剤を使用して澱等を吸着、沈殿させます。
これらの作業はワインがキレイに（濁りが無く、科学的に不安定な要素が無い）なる反面、
旨味成分も取り除かれてしまうのです。
この文章だけを読めば、自然派ワインは
素晴しいワインと思っていただけそうで
すが、｢何も足さない、何も引かない｣を
実践することは非常にリスクが高く、
困難です。当然、ブドウの出来や、海外
への輸出に耐えるため等に、若干のSO2の
添加や軽い濾過を行う場合もあります。
私たちが自然派ワインとしてご紹介したい
と考えているワインは
｢何も足さない、何も引かない｣
ストイックにそれを実践、または目指して
いる“熱い”生産者のワインです。

ナチュラルワインリスト
※入荷数の少ないワインが多くあります。欠品等ご了承下さい。
価格はすべて税抜きです。
一部自然派以外のワインも含まれております。お気軽にお問合せください。

フランス：スパークリングワイン
品番

生産地域

ワイン名

ﾏﾙｸ ﾃﾝﾍﾟ ｸﾚﾏﾝ ﾀﾞﾙｻﾞｽ ﾌﾞﾘｭｯﾄ ﾅﾁｭｰﾙ
“ﾌﾟﾙﾐｴｰﾙ”ｾﾚｸｼｮﾈ ﾊﾟｰ M ﾃﾝﾍﾟ
ﾋﾟﾉｵｰｾﾛﾜ、ﾘｰｽﾘﾝｸﾞのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾚ ﾃｰﾙ ﾌﾞﾗﾝｼｭ ﾌﾞﾘｭｯﾄ ｱﾝｾｽﾄﾗﾙ ﾌﾞﾗﾝ 15
343385
ﾛﾜｰﾙ
ｼｭﾅﾝﾌﾞﾗﾝ100%。
ｼﾞｭﾘｱﾝ ﾒｲｴｰ ｸﾚﾏﾝ ﾀﾞｽｻﾞｽ 13
340690 ｱﾙｻﾞｽ
ﾋﾟﾉﾌﾞﾗﾝ100%。
343335 ｼｬﾝﾊﾟｰﾆｭ ｼﾞｮﾉｰ ﾛﾊﾞﾝ ﾙ ﾀﾘｭ ﾄﾞｩ ｻﾝﾌﾟﾘ ｴｸｽﾄﾗ ﾌﾞﾘｭｯﾄ NV
ﾋﾟﾉﾑﾆｴ60%、ﾋﾟﾉﾉﾜｰﾙ30%、ｼｬﾙﾄﾞﾈ10%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾘｽﾞ ｴ ﾍﾞﾙﾄﾗﾝ ｼﾞｭｾ ﾍﾟﾃｨｱﾝ ｴｸﾞｼﾞﾚ ﾛｾﾞ14
343409
ﾛﾜｰﾙ
ｶﾞﾒｲ100%。
ﾗﾌｧｴﾙ ﾊﾞﾙﾄｩｯﾁ ﾋﾞｭｼﾞｪ ｾﾙﾄﾞﾝ 15
342490 ｻｳﾞｫﾜ
ｶﾞﾒｲ主体、ﾌﾟｰﾙｻｰﾙのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。やや甘口。
341144

ｱﾙｻﾞｽ

容量

色

参考上代

納品価格

750ml

白泡

¥2,600

¥1,820

750ml
750ml
750ml
750ml
750ml

ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：DIONY
¥2,600 ¥1,820
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：DIONY
白泡
¥3,300 ¥2,310
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：DIONY
白泡
¥4,900 ¥2,890
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾊﾟｼﾌｨｯｸ洋行
ﾛｾﾞ泡 ¥2,800 ¥1,960
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｸﾛｽﾛｰﾄﾞ
ﾛｾﾞ泡 ¥3,300 ¥2,310
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｫﾙﾃｯｸｽ
白泡

フランス：白ワイン
品番

生産地域

ワイン名

ﾎﾞﾝ ﾍﾟｼｪ ﾌﾞﾗﾝ 14
343353 ﾗﾝｸﾞﾄﾞｯｸ
ﾏﾙｻﾝﾇ、ﾙｰｻﾝﾇ、ﾌﾞｰﾙﾌﾞﾗﾝ、ｸﾞﾙﾅｯｼｭﾌﾞﾗﾝのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
343333 ﾗﾝｸﾞﾄﾞｯｸ ｼｬﾄｰ ｽﾍﾟﾝｻｰ ﾗ ﾌﾟﾁｬﾄﾞ ｺﾙﾋﾞｴｰﾙ ﾙ ﾌﾟﾃｨ ｱﾝｳﾞｨｰ15
ｳﾞｪﾙﾒﾝﾃｨｰﾉ70%、ﾙｰｻﾝﾇ15%、ﾏﾙｻﾝﾇ15%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾏｽ ﾄﾞ ﾗ ﾌｫﾝ ﾛﾝﾄﾞ ﾎﾟﾝﾎﾟﾝ ﾌﾞﾗﾝ 15
340716 ﾗﾝｸﾞﾄﾞｯｸ
ｸﾞﾙﾅｯｼｭﾌﾞﾗﾝ、ﾕﾆﾌﾞﾗﾝのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。残り数本のみ。
ﾌﾗﾝﾂ ｿｰﾓﾝ ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ 15
338844
ﾛﾜｰﾙ
ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝﾌﾞﾗﾝ100%。
ｳﾞｧﾝｻﾝ ﾘｶｰﾙ ﾄｩｰﾚｰﾇ ﾙ ﾌﾟﾁｵ 15
342388
ﾛﾜｰﾙ
ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝﾌﾞﾗﾝ100%。
ﾄﾞﾒｰﾇ ﾃﾞｭ ﾑｰﾗﾝ ｳﾞｧﾙ ﾄﾞ ﾛﾜｰﾙ ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ 15
336681
ﾛﾜｰﾙ
ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝﾌﾞﾗﾝ100%。
ｸﾞﾗﾝｼﾞ ﾃｨﾌｨｰﾇ ﾄﾗﾝｶﾑ 15
343405
ﾛﾜｰﾙ
ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝﾌﾞﾗﾝ100%。
ﾎﾞﾘｰ ｼﾞｪﾌﾘｰ ﾗ ﾋﾟｴｰﾙ ﾄﾞ ｼｽｨﾌ ﾌﾞﾗﾝ 12
343398 ﾗﾝｸﾞﾄﾞｯｸ
ﾃﾚﾌﾞﾗﾝ&ﾛｰｽﾞ70%、ﾏﾙｻﾝﾇ20%、ｸﾞﾙﾅｯｼｭﾌﾞﾗﾝ10%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾚ ｳﾞｧﾝ ﾋﾟﾙｴｯﾄ ｻﾌﾞｰﾙ ｽﾃﾌｧﾝ ｸﾞﾙｸﾞﾙ 14
343477 ｱﾙｻﾞｽ
ｼﾙｳﾞｧﾈｰﾙ、ﾋﾟﾉﾌﾞﾗﾝ、ﾐｭｽｶ、ﾋﾟﾉｸﾞﾘのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ｼﾙｳﾞｧﾝ ﾎﾞｯｸ ﾄｩﾙ ﾌﾞﾗﾝ 14
342546
ﾛｰﾇ
ｼｬﾙﾄﾞﾈ、ｸﾞﾙﾅｯｼｭﾌﾞﾗﾝのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾙﾄﾞｳﾞｨｯｸ ｼｬﾝｿﾝ ﾍﾞﾙ ｱﾐ 14
342476
ﾛﾜｰﾙ
ｼｬﾙﾄﾞﾈ100%。残り数本のみ。
ﾋﾟｴｰﾙ ﾌﾘｯｸ ﾋﾟﾉ ﾌﾞﾗﾝ 15
336684 ｱﾙｻﾞｽ
ﾋﾟﾉﾌﾞﾗﾝ100%。特価中。
ﾙﾄﾞｳﾞｨｯｸ ｼｬﾝｿﾝ ﾚ ｶﾎﾞﾃｨﾇ 14
342491
ﾛﾜｰﾙ
ｼｭﾅﾝﾌﾞﾗﾝ100%。残り数本のみ。
ﾗ ﾌｪｽ ｶｯｼｪ ﾄﾞ ﾗ ﾘｭﾝﾇ ｳﾞｨｵﾆｴ 11
343374
ﾛﾜｰﾙ
ｳﾞｨｵﾆｴ100%。
ｱﾝﾄﾞﾚ ｸﾗｲﾝｸﾈｸﾄ ﾘｰｽﾘﾝｸﾞ GC ｷﾙｼｭﾍﾞﾙｸﾞ ﾄﾞ ﾊﾞｰﾙ13
341131 ｱﾙｻﾞｽ
ﾘｰｽﾘﾝｸﾞ100%。特価中。

容量

色

750ml

白

750ml

白

750ml

白

750ml

白

750ml

白

750ml

白

750ml

白

750ml

白

750ml

白

750ml

白

750ml

白

750ml

白

750ml

白

750ml

白

750ml

白

参考上代

納品価格

¥1,600 ¥1,120
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：BMO
¥1,900 ¥1,330
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾊﾟｼﾌｨｯｸ洋行
¥2,200 ¥1,540
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：日本酒類販売
¥2,300 ¥1,610
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：DIONY
¥2,400 ¥1,560
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｫﾙﾃｯｸｽ
¥2,400 ¥1,680
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ
¥2,400 ¥1,680
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：BMO
¥2,500 ¥1,750
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：W
¥2,600 ¥1,820
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾃﾗｳﾞｪｰﾙ
¥2,800 ¥1,960
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｳﾞﾆｰﾙ
¥2,800 ¥1,960
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：DIONY
¥3,000 ¥2,000
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ
¥3,000 ¥2,100
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：DIONY
¥3,100 ¥2,170
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：野村ﾕﾆｿﾝ
¥3,200 ¥2,120
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾊﾟｼﾌｨｯｸ洋行

ナチュラルワインリスト
※入荷数の少ないワインが多くあります。欠品等ご了承下さい。
価格はすべて税抜きです。
一部自然派以外のワインも含まれております。お気軽にお問合せください。

フランス：白ワイン
品番

生産地域

ワイン名

容量

ﾄﾏ ﾊﾞﾀﾙﾃﾞｨｴｰﾙ ﾚｽﾌﾟﾘ ﾘｰﾌﾞﾙ ﾌﾞﾗﾝ 13
342272
ﾛﾜｰﾙ
750ml
ｼｭﾅﾝﾌﾞﾗﾝ100%。
ﾏﾙｸ ﾍﾟﾉ ﾗ ﾃﾞｼﾞﾚ 14
340990
ﾛﾜｰﾙ
750ml
ﾐｭｽｶﾃﾞ100%。
ｻﾝﾄﾞﾘｰﾇ ﾌｧﾙｼﾞｱ ｻﾝｶﾝﾄ ﾄﾞｩ ｱｰﾙ 13
343407 南西地方
750ml
ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝﾌﾞﾗﾝ、ｾﾐﾖﾝのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾀﾞﾐｱﾝ ｺｸﾚ ﾎﾞｼﾞｮﾚｰ ｳﾞｨﾗｰｼﾞｭ ﾌﾞﾗﾝ 15
343390 ﾎﾞｼﾞｮﾚｰ
750ml
ｼｬﾙﾄﾞﾈ100%。
ｼﾞｭﾘｱﾝ ｷﾞﾖ ﾏｺﾝ ｳﾞｨﾗｰｼﾞｭ ﾌﾞﾗﾝ 13
339338 ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ
750ml
ｼｬﾙﾄﾞﾈ100%。
ﾄﾞﾒｰﾇ ﾎﾞﾋﾞﾈ ﾚ ｸﾞﾙｰｼｭ ﾌﾞﾗﾝ 14
342274
ﾛﾜｰﾙ
750ml
ｼｭﾅﾝﾌﾞﾗﾝ100%。
ﾄﾞﾒｰﾇ ﾃﾞｭ ﾎﾟｯｼﾌﾞﾙ ｸｰﾙ ﾄｩｼﾞｭｰﾙ 15
333481 ﾙｰｼｮﾝ
750ml
ﾏｶﾌﾞｰ、ｶﾘﾆｬﾝｸﾞﾘのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾆｺﾗ ﾃｽﾀｰﾙ ｸﾚﾏﾝｽ ﾌﾞﾗﾝ 13
342915 ﾎﾞｼﾞｮﾚｰ
500ml
ｼｬﾙﾄﾞﾈ100%。特価残り数本のみ。
ﾏﾙﾇ ﾌﾞﾗﾝｼｭ ｻｳﾞｧﾆｬﾝ ｱﾝ ｼﾞｬﾝｼﾔｰﾙ 12
338852
ｼﾞｭﾗ
750ml
ｻｳﾞｧﾆｬﾝ100%。
ﾏﾀﾝ ｶﾙﾑ ｵｾﾞ 13
343512 ﾙｰｼｮﾝ
750ml
ｸﾞﾙﾅｯｼｭﾌﾞﾗﾝ80%、ﾐｭｽｶﾌﾟﾁｸﾞﾘ10%、ｸﾞﾙﾅｯｼｭｸﾞﾘ+ｶﾘﾆｬﾝﾌﾞﾗﾝ10％のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾙ ﾊﾞﾝ ﾌﾟｲｨ ﾌｭﾒ ﾋﾟｴｰﾙ ﾌﾟﾚｼｭｰｽﾞ 14 750ml
340995
ﾛﾜｰﾙ
ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝﾌﾞﾗﾝ100%。
343410 ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ ﾚｲﾓﾝ ﾃﾞｭﾎﾟﾝ ﾌｧﾝ ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ ｼｮｰﾑ ﾃﾞ ﾍﾟﾘｴｰﾙ13 750ml
ｼｬﾙﾄﾞﾈ100%。
ﾔﾝ ﾄﾞｩﾘｭｰ ﾗｳﾞ&ﾋﾟﾌ 14
330933 ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ
750ml
ｱﾘｺﾞﾃ100%。残り数本のみ。
ﾏﾙｸ ﾃﾝﾍﾟ ﾋﾟﾉｸﾞﾘ ｼｭﾅﾝﾌﾞｰﾙ 04
342495 ｱﾙｻﾞｽ
750ml
ｸﾞﾗﾝｸﾘｭのﾋﾟﾉｸﾞﾘ100%。残り数本のみ。やや甘口。
ﾊﾟｯﾄ ﾙｰ ｼｬﾌﾞﾘ 1er ﾎﾞｰﾙｶﾞｰﾙ 14
342469 ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ
750ml
ｼｬﾙﾄﾞﾈ100%。残り数本のみ。
ﾊﾟｯﾄ ﾙｰ ｼｬﾌﾞﾘ 1er ﾌﾞﾄｰ 14
342470 ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ
750ml
ｼｬﾙﾄﾞﾈ100%。残り数本のみ。
ｻﾝ ﾋﾟｴｰﾙ ｳﾞｧﾝ ｼﾞｮｰﾇ 08
305594
ｼﾞｭﾗ
750ml
ｻｳﾞｧﾆｬﾝ。72ヶ月酸化熟成。残り数本のみ。

色

白
白
白
白
白
白
白
白
白
白
白
白
白
白
白
白
白

参考上代

納品価格

¥3,400 ¥2,380
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾄﾞﾘｰﾑｽﾀｼﾞｵ
¥3,500 ¥2,450
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：野村ﾕﾆｿﾝ
¥3,600 ¥2,520
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：BMO
¥3,620 ¥2,400
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：日本酒類販売
¥3,745 ¥2,480
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：日本酒類販売
¥3,800 ¥2,660
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾄﾞﾘｰﾑｽﾀｼﾞｵ
¥3,800 ¥2,660
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｵﾙｳﾞｫｰ
¥4,000 ¥2,400
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｵﾙｳﾞｫｰ
¥4,000 ¥2,800
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：DIONY
¥4,000 ¥2,400
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：日仏商事
¥4,100 ¥2,870
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：野村ﾕﾆｿﾝ
¥4,300 ¥3,010
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｸﾛｽﾛｰﾄﾞ
¥5,400 ¥3,780
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：野村ﾕﾆｿﾝ
¥5,500 ¥3,850
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：DIONY
¥6,000 ¥4,200
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：野村ﾕﾆｿﾝ
¥6,000 ¥4,200
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：野村ﾕﾆｿﾝ
¥9,700 ¥6,790
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｫﾙﾃｯｸｽ

フランス：ロゼワイン
品番

生産地域

342276
ﾛﾜｰﾙ
ｶﾍﾞﾙﾈﾌﾗﾝ100%。
342435 南西地方
ｱﾌﾞﾘｭｰ100%。
343341 ﾙｰｼｮﾝ
ｶﾘﾆｬﾝ100%。

ワイン名

容量

色

ｷｬﾛﾜ･ﾎﾞﾝ･ｴｰﾙ ｻｻﾛｰｽﾞ 11

750ml

ロゼ

ｼｬﾄｰ ﾗｯｿﾙ ﾛｾﾞ ｷ ﾄｩｰｼｭ 15

750ml

ロゼ

ﾌﾗｰﾙ ﾙｰｼﾞｭ ｿﾜﾌ ﾄﾞ ﾏﾙ ﾛｾﾞ 15

750ml

ロゼ

参考上代

納品価格

¥2,800 ¥1,960
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾄﾞﾘｰﾑｽﾀｼﾞｵ
¥3,000 ¥2,100
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｵﾙｳﾞｫｰ
¥3,300 ¥2,310
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：BMO

ナチュラルワインリスト
※入荷数の少ないワインが多くあります。欠品等ご了承下さい。
価格はすべて税抜きです。
一部自然派以外のワインも含まれております。お気軽にお問合せください。

フランス：赤ワイン
品番

生産地域

ワイン名

容量

ｴｽﾃｻﾞﾙｸﾞ CdR ｼﾅﾙｸﾞ ｸｰﾃﾞｯﾄ 12
343486
ﾛｰﾇ
750ml
ｸﾞﾙﾅｯｼｭ、ｼﾗｰのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾎﾞﾝ ﾍﾟｼｪ ﾙｰｼﾞｭ 14
343354 ﾗﾝｸﾞﾄﾞｯｸ
750ml
ｻﾝｿｰ、ｸﾞﾙﾅｯｼｭのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ｴｶﾞﾙﾃｨ ｵｰﾌﾟﾝ ﾅｳ 14
341405 ﾗﾝｸﾞﾄﾞｯｸ
750ml
ｼﾗｰ60%、ﾑｰﾙｳﾞｪｰﾄﾞﾙ40%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
343332 ﾗﾝｸﾞﾄﾞｯｸ ｼｬﾄｰ ｽﾍﾟﾝｻｰ ﾗ ﾌﾟﾁｬﾄﾞ ｺﾙﾋﾞｴｰﾙ ﾙ ﾌﾟﾃｨ ｽﾍﾟﾝｻｰ14 750ml
ｶﾘﾆｬﾝ50%、ｼﾗｰ20%、ﾑｰﾙｳﾞｪｰﾄﾞﾙ20%、ｸﾞﾙﾅｯｼｭ10%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾍﾞﾝｼﾞｬﾐﾝ ﾀｲﾔﾝﾃﾞｨｴ ﾗｸﾞｾﾞﾙ 15
343412 ﾗﾝｸﾞﾄﾞｯｸ
750ml
ｻﾝｿｰ60%、ｼﾗｰ20%、ｶﾘﾆｬﾝ20%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
340606 ﾗﾝｸﾞﾄﾞｯｸ ｼｬﾄｰ ﾗ ﾊﾞﾛﾝﾇ ﾙｰｼﾞｭ ｶﾘﾆｬﾝ ｻﾝｽﾌﾙ ｴﾁｹｯﾄ ﾌﾞﾙｰ13 750ml
ｶﾘﾆｬﾝ100%。
341009 南西地方 ﾙ ﾌﾟﾃｨ ｸﾛ ﾃﾞ ｳﾞｫﾝ ｱ ﾙｳｴｽﾄ ﾄﾞ ﾓﾝ ｼｭﾄﾞ ﾙｰｼﾞｭ 14 750ml
ﾒﾙﾛｰ100%。
ﾏﾙｾﾙ ﾗﾋﾟｴｰﾙ ﾚｻﾞﾝ ｺﾞｰﾛﾜ 2015
340976 ﾎﾞｼﾞｮﾚｰ
750ml
ｶﾞﾒｲ100%。
ﾏﾙｾﾙ ﾗﾋﾟｴｰﾙ ﾗ ｷｭｳﾞｪ ﾄﾞ ｼｬ 15
343487 ﾎﾞｼﾞｮﾚｰ
750ml
ｶﾞﾒｲ100%。
ｼﾞｪﾚﾐｰ ｸｱｽﾀｰﾅ ｺｰ ﾚｸﾃｨﾌ 14
342673
ﾛﾜｰﾙ
750ml
ｺｰ100%。残り数本のみ。
ｿﾘﾆｰ ｳﾞｧﾝ ﾄﾞ ﾌﾗﾝｽ ｱﾝｼﾞｭ ｳ ﾃﾞﾓﾝ 09
342021
ﾛﾜｰﾙ
750ml
ｶﾍﾞﾙﾈﾌﾗﾝ100%。特価中。
ﾌﾗｰﾙ ﾙｰｼﾞｭ ｵｸﾄｰﾌﾞﾙ 16
343476 ﾙｰｼｮﾝ
750ml
ｼﾗｰ80%、ｸﾞﾙﾅｯｼｭ20%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。残り数本のみ。
ﾏｷｼﾑ ﾌﾗﾝｿﾜ ﾛｰﾗﾝ ｲﾙ ﾌｪ ｿﾜﾌ ﾙｰｼﾞｭ 14
336688
ﾛｰﾇ
750ml
ｸﾞﾙﾅｯｼｭ80%、ｼﾗｰ20%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。特価残り数本のみ。
ｼﾞｬﾝ ﾐｯｼｪﾙ ｽﾃﾌｧﾝ ｳﾞｧﾝ ﾄﾞ ﾌﾗﾝｽ 15
342991
ﾛｰﾇ
750ml
ｼﾗｰ100%。
ｵｼﾞﾙ ｸﾞｰﾙｳﾞｪﾙ 15
341905
ﾛｰﾇ
750ml
ｼﾗｰ70%、ｸﾞﾙﾅｯｼｭ30%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。特価残り数本のみ。
ｶﾄﾘｰﾇ ｴ ﾋﾟｴｰﾙ ﾌﾞﾙﾄﾝ ｴﾎﾟｰﾙ ｼﾞｭﾃ ｼﾉﾝ 14
342805
ﾛﾜｰﾙ
750ml
ｶﾍﾞﾙﾈﾌﾗﾝ100%。特価残り数本のみ。
ﾚ ｶｲﾕ ﾃﾞｭ ﾊﾟﾗﾃﾞｨ ｳﾞｧﾝ ﾄﾞ ｿﾜﾌ ﾙｰｼﾞｭ 13
305980
ﾛﾜｰﾙ
750ml
ﾋﾟﾉﾄﾞﾆｽ50%、ｶﾞｽｺﾝ40%、ｶﾍﾞﾙﾈﾌﾗﾝ10%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。残り数本のみ。
ｼﾞｬｯｸ ﾏｲｴ ﾉｯﾄ ｱﾌﾚｲﾄﾞ 14
342079 ｻｳﾞｫﾜ
750ml
ｶﾞﾒｲ80%、ﾋﾟﾉﾉﾜｰﾙ20%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。残り数本のみ。
ﾙ ｸﾛ ﾃﾞ ｸﾞﾘﾖﾝ ｱ ﾛﾝﾌﾞﾙ ﾃﾞｭ ﾌｨｷﾞｴ 14
342675
ﾛｰﾇ
750ml
ｸﾞﾙﾅｯｼｭ100%。残り数本のみ。
ﾄﾞﾒｰﾇ ﾃﾞｭ ﾎﾟｯｼﾌﾞﾙ ｷ ｱ ﾋﾞｭ ﾎﾞﾜﾗ 15
342792 ﾙｰｼｮﾝ
750ml
ｼﾗｰ100%。
ﾄﾞﾒｰﾇ ﾃﾞｭ ﾎﾟｯｼﾌﾞﾙ ﾙ ﾌﾘｭｲ ﾃﾞｭ ｱｻﾞｰﾙ 14
343378 ﾙｰｼｮﾝ
750ml
ｶﾘﾆｬﾝ、ｼﾗｰのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。残り数本のみ。
ﾏﾀﾝ ｶﾙﾑ ﾏｰﾉ ｱ ﾏｰﾉ 13
343513 ﾙｰｼｮﾝ
750ml
ｸﾞﾙﾅｯｼｭ70%、ｶﾘﾆｬﾝ30%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾙ ｽｶﾗﾍﾞ ｼｭｰﾙ ｱﾝ ﾆｭｱｰｼﾞｭ 10
340987 ﾙｰｼｮﾝ
750ml
ｸﾞﾙﾅｯｼｭ主体、ｶﾘﾆｬﾝのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。残り数本のみ。
ﾙ ｽｶﾗﾍﾞ ｷｭｳﾞｪ ｾｯﾄ 13
342447 ﾙｰｼｮﾝ
750ml
ｼﾗｰ40%、ｸﾞﾙﾅｯｼｭ40%、ｶﾘﾆｬﾝ20%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。残り数本のみ。

色

赤
赤
赤
赤
赤
赤
赤
赤
赤
赤
赤
赤
赤
赤
赤
赤
赤
赤
赤
赤
赤
赤
赤
赤

参考上代

納品価格

¥1,600 ¥1,120
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾃﾗｳﾞｪｰﾙ
¥1,600 ¥1,120
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：BMO
¥1,700 ¥1,190
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｻﾝﾘﾊﾞﾃｨｰ
¥1,750 ¥1,225
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾊﾟｼﾌｨｯｸ洋行
¥2,300 ¥1,610
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｸﾛｽﾛｰﾄﾞ
¥2,500 ¥1,750
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：DIONY
¥2,500 ¥1,750
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：DIONY
¥2,600 ¥1,820
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：野村ﾕﾆｿﾝ
¥2,600 ¥1,820
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾃﾗｳﾞｪｰﾙ
¥2,800 ¥1,960
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：DIONY
¥2,800 ¥1,750
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：野村ﾕﾆｿﾝ
¥2,800 ¥1,960
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：BMO
¥2,900 ¥1,885
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ
¥2,900 ¥2,030
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾃﾗｳﾞｪｰﾙ
¥2,900 ¥1,930
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：野村ﾕﾆｿﾝ
¥3,000 ¥1,800
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾃﾗｳﾞｪｰﾙ
¥3,000 ¥2,100
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ
¥3,000 ¥2,100
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：DIONY
¥3,000 ¥2,100
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：DIONY
¥3,000 ¥2,100
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｵﾙｳﾞｫｰ
¥3,000 ¥2,100
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｵﾙｳﾞｫｰ
¥3,000 ¥1,800
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：日仏商事
¥3,000 ¥2,100
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：野村ﾕﾆｿﾝ
¥3,000 ¥2,100
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：野村ﾕﾆｿﾝ

ナチュラルワインリスト
※入荷数の少ないワインが多くあります。欠品等ご了承下さい。
価格はすべて税抜きです。
一部自然派以外のワインも含まれております。お気軽にお問合せください。

フランス：赤ワイン
品番

生産地域

ワイン名

ﾄﾏ ﾊﾞﾀﾙﾃﾞｨｴｰﾙ ｱﾓｰﾙ ﾌｧﾃｨ ﾙｰｼﾞｭ 14
342273
ﾛﾜｰﾙ
ｸﾞﾛﾛｰ100%。
ﾎﾟﾄﾛﾝ ﾐﾈ ｵﾝ ｺﾞｸﾞｯﾃ 14
340212 ﾙｰｼｮﾝ
ｸﾞﾙﾅｯｼｭ90%、ｼﾗｰ10%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。残り数本のみ。
ﾏｽ ﾃﾞﾙ ﾍﾟﾘｴ ﾕｰ ﾌｧｯｸ ﾏｲ ﾜｲﾝ 14
338255 南西地方
ｼﾞｭﾗｿﾝﾉﾜｰﾙ100%。残り数本のみ。
ﾀﾞﾐｱﾝ ｺｸﾚ ﾓﾙｺﾞﾝ ｺｰﾄ ﾃﾞｭ ﾋﾟｨ 13
339423 ﾎﾞｼﾞｮﾚｰ
ｶﾞﾒｲ100%
ﾆｺﾗ ﾃｽﾀｰﾙ ﾌﾞﾙｲｨ 11
342914 ﾎﾞｼﾞｮﾚｰ
ｶﾞﾒｲ100%。特価残り数本のみ。
ﾎﾞﾜ ﾙｶ ｸｰﾄﾞﾌｰﾄﾞﾙ ｶﾍﾞﾙﾈﾌﾗﾝ 09
342493
ﾛﾜｰﾙ
ｶﾍﾞﾙﾈﾌﾗﾝ100%。残り数本。
ﾙ ﾄﾝ ﾃﾞ ｽﾘｰｽﾞ ﾌ ﾃﾞｭ ﾛﾜ 15
340984 ﾗﾝｸﾞﾄﾞｯｸ
ｸﾞﾙﾅｯｼｭ、ｶﾘﾆｬﾝ、ｻﾝｿｰのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。特価中。
ﾚ ｶｲﾕ ﾃﾞｭ ﾊﾟﾗﾃﾞｨ ﾘｺﾈ 11
342969
ﾛﾜｰﾙ
ｶﾞｽｺﾝ100%。
ｱﾝﾄﾜﾇ ｳﾞｧﾝ ﾙﾑｰﾙﾄｩﾙ ﾑﾇﾄｩｻﾛﾝ ﾙｰｼﾞｭ 14
342085
ﾛﾜｰﾙ
ﾋﾟﾉﾉﾜｰﾙ100%。
ﾊﾟﾄﾘｯｸ ﾃﾞﾌﾟﾗ ｳﾞｫﾝ ｲ ﾄｩﾙﾇ 14
342773
ﾛﾜｰﾙ
ｶﾞﾒｲ、ｸﾞﾛﾛｰ、ﾋﾟﾉﾄﾞﾆｽのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。残り数本のみ。
ﾙ ﾏｾﾞﾙ ｷｭｳﾞｪ ﾗｳﾙ 13
343511
ﾛｰﾇ
ｶﾘﾆｬﾝ100%。
ﾄﾞﾒｰﾇ ﾘｳﾞｧﾄﾝ ｸﾞﾘﾌﾞｲﾕ 12
343381 ﾙｰｼｮﾝ
ｶﾘﾆｬﾝ、ｸﾞﾙﾅｯｼｭ、ｼﾗｰのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。特価残り数本のみ。
ﾄﾞﾒｰﾇ ﾐﾗﾝ S&X 13
340749 ﾌﾟﾛｳﾞｧﾝｽ
ｸﾞﾙﾅｯｼｭ100%。
ｸﾞﾗﾑﾉﾝ ｺｰﾄ ﾃﾞｭ ﾛｰﾇ ｼｴﾗ ﾃﾞｭ ｼｭｯﾄﾞ 15
336650
ﾛｰﾇ
ｼﾗｰ主体。
ﾄﾞﾒｰﾇ ﾙ ﾋﾟｶﾃｨｴ ｶﾞﾒﾆｯﾂ 13
343406
ﾛｰﾇ
ｶﾞﾒｲ100%。
ﾌﾗｰﾙ ﾙｰｼﾞｭ ｿﾜﾌ ﾄﾞ ﾏﾙ ﾙｰｼﾞｭ 14
343342 ﾙｰｼｮﾝ
ｼﾗｰ、ｸﾞﾙﾅｯｼｭのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ｼﾞｬﾝ ﾌｨﾘｯﾌﾟ ﾊﾟﾃﾞｨｴ ﾌﾟﾃｨ ﾄｰﾛｰ 14
343239 ﾙｰｼｮﾝ
ｶﾘﾆｬﾝ、ｼﾗｰのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。特価残り数本のみ。
ﾏﾙｾﾙ ﾗﾋﾟｴｰﾙ ﾓﾙｺﾞﾝ 15
340944 ﾎﾞｼﾞｮﾚｰ
ｶﾞﾒｲ100%
ｼﾞｬﾝ ﾌﾗﾝｿﾜ ﾌﾟﾛﾓﾈ ｷｭｳﾞｪ ﾌﾟﾛﾑ 13
339330 ﾎﾞｼﾞｮﾚｰ
ｶﾞﾒｲ100%
ｼﾞｭﾘｱﾝ ｷﾞﾖ ｼｴﾅｽ ｳﾙﾃｨﾏﾄｩﾑ ｸﾘﾏ 12
338404 ﾎﾞｼﾞｮﾚｰ
ｶﾞﾒｲ100%。残り数本のみ。
ﾀﾞﾐｱﾝ ｺｸﾚ ﾓﾙｺﾞﾝ ｺｰﾄ ﾃﾞｭ ﾋﾟｨ VV 13
342497 ﾎﾞｼﾞｮﾚｰ
ｶﾞﾒｲ100%。
ﾄﾞﾒｰﾇ ﾍﾟｲﾘｭｽ ｷｭｳﾞｪ ｸﾘｽﾄﾌ ﾍﾟｲﾘｭｽ 13
342040 ﾗﾝｸﾞﾄﾞｯｸ
ｼﾗｰ80％、ｸﾞﾙﾅｯｼｭ20％のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。

容量

色

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

参考上代

納品価格

¥3,200 ¥2,240
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾄﾞﾘｰﾑｽﾀｼﾞｵ
¥3,200 ¥2,240
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：BMO
¥3,200 ¥2,240
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾙｳﾞｧﾝﾅﾁｭｰﾙ
¥3,360 ¥2,230
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：日本酒類販売
¥3,500 ¥2,100
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｵﾙｳﾞｫｰ
¥3,500 ¥2,450
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：DIONY
¥3,500 ¥2,290
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：野村ﾕﾆｿﾝ
¥3,500 ¥2,450
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ
¥3,600 ¥2,450
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾄﾞﾘｰﾑｽﾀｼﾞｵ
¥3,600 ¥2,520
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｫﾙﾃｯｸｽ
¥3,700 ¥2,220
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：日仏商事
¥3,700 ¥2,420
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：野村ﾕﾆｿﾝ
¥3,900 ¥2,730
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：DIONY
¥4,000 ¥2,800
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ
¥4,000 ¥2,800
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：BMO
¥4,000 ¥2,800
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：BMO
¥4,000 ¥2,250
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｻﾞｳﾞｧｲﾝ
¥4,100 ¥2,870
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：野村ﾕﾆｿﾝ
¥4,100 ¥2,870
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ
¥4,170 ¥2,700
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：日本酒類販売
¥4,380 ¥2,820
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：日本酒類販売
¥4,400 ¥2,860
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：日本酒類販売

ナチュラルワインリスト
※入荷数の少ないワインが多くあります。欠品等ご了承下さい。
価格はすべて税抜きです。
一部自然派以外のワインも含まれております。お気軽にお問合せください。

フランス：赤ワイン
品番

生産地域

ワイン名

容量

色

参考上代

納品価格

ﾆｺﾗ ﾃｽﾀｰﾙ ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ ﾙ ﾗﾋﾟﾉ 13
342913 ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ
750ml
赤
¥5,000 ¥3,000
ﾋﾟﾉﾉﾜｰﾙ100%。特価残り数本のみ。
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｵﾙｳﾞｫｰ
ｱﾝﾇ&ｼﾞｬﾝ ﾌﾗﾝｿﾜ ｶﾞﾇｳﾞｧ ﾘｰﾌﾞﾙ ｶ 14
343425
ｼﾞｭﾗ
750ml
赤
¥5,000 ¥3,500
ｶﾞﾒｲ80%、ｼﾞｭﾗ古代品種20%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：W
ﾗ ｸﾞﾗﾝﾄﾞ ｺﾘｰﾇ ｴｽ ｼﾞｪｰ 12
342705
ﾛｰﾇ
750ml
赤
¥5,000 ¥3,500
ｼﾗｰ100%。
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｫﾙﾃｯｸｽ
ﾄﾞﾒｰﾇ ﾐﾗﾝ ｸﾛ ﾐﾗﾝ 09
342147 ﾌﾟﾛｳﾞｧﾝｽ
750ml
赤
¥5,000 ¥3,500
ｸﾞﾙﾅｯｼｭ80%、ｼﾗｰ20%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：DIONY
ﾄﾞﾒｰﾇ ﾃﾞｭ ﾎﾟｯｼﾌﾞﾙ ｺｳﾏ ｱｺ 13
330711 ﾙｰｼｮﾝ
750ml
赤
¥5,000 ¥3,500
ｼﾗｰ90%、ｸﾞﾙﾅｯｼｭｸﾞﾘ、ｶﾘﾆｬﾝのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｵﾙｳﾞｫｰ
ｵﾝ
ｱﾝﾀﾝﾀﾞﾝ
ﾗ
ﾌﾟﾘｭｲ
ｼﾞｬﾒ
ﾄﾞｩｰ
ｻﾝ
ﾄﾛﾜ
13
338362 ﾙｰｼｮﾝ
750ml
赤
¥5,500 ¥3,850
ﾙ･ﾌﾞｰ･ﾃﾞｭ･ﾓﾝﾄﾞ、ﾙ･ﾄﾝ･ﾃﾞ･ｽﾘｰｽﾞ、ﾎﾟｯｼﾌﾞﾙのｸﾞﾙﾅｯｼｭを1/3ずつﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。超限定品。残り数本。
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｵﾙｳﾞｫｰ
ﾚ ｸﾞﾗｯﾋﾟｰﾕ ｻﾝﾇﾌ 14
342923 ｵｰｳﾞｪﾙﾆｭ
750ml
赤
¥5,600 ¥3,920
ｶﾞﾒｲﾄﾞｰｳﾞｪﾙﾆｭ100%。残り数本。
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｫﾙﾃｯｸｽ
ﾚ ｸﾞﾗｯﾋﾟｰﾕ ｻ 14
342924 ｵｰｳﾞｪﾙﾆｭ
750ml
赤
¥6,000 ¥4,200
ｶﾞﾒｲﾄﾞｰｳﾞｪﾙﾆｭ100%。残り数本のみ。
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｫﾙﾃｯｸｽ
ｸﾛ ﾚｵ 13
340613 ﾎﾞﾙﾄﾞｰ
750ml
赤
¥11,000 ¥7,700
ﾒﾙﾛｰ80%、ｶﾍﾞﾙﾈﾌﾗﾝ20%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭﾎﾞﾄﾙ。２本のみ。
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：DIONY

イタリア：スパークリングワイン
品番

生産地域

ワイン名

ｶｰｻ ﾍﾞﾙﾌｨ ｺﾙﾌｫﾝﾄﾞ ﾌﾟﾛｾｯｺ ﾌﾘｯﾂｧﾝﾃ NV
339558 ｳﾞｪﾈﾄ
ｸﾞﾚﾗ100%。
ｺｽﾀ ﾃﾞｨﾗ 280slm ﾋﾞｱﾝｺ ｳﾞｪﾈﾄ
342737 ｳﾞｪﾈﾄ
ｸﾞﾚﾗ、ﾋﾞｱﾝｹｯﾀ、ｳﾞｪﾙﾃﾞｨｰｿﾞのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾎﾟｲｴﾙ ｴ ｻﾝﾄﾞﾘ ﾌﾘｯﾂｧﾝﾃ ｾﾞﾛ ｲﾝﾌｨﾆｰﾄ
341281 ﾄﾚﾝﾃｨｰﾉ
ｿﾗﾘｽ100%。
ﾀﾞﾆｴｰﾚ ﾋﾟｯﾁﾆﾝ ｱﾘｵｰﾈ 13
342868 ｳﾞｪﾈﾄ
1000年以上前から存在している地品種ﾄﾞｩﾚｯﾗ使用。
ﾚ ｺｽﾃ ﾌﾘｯﾂｧﾝﾃ ﾛｻﾞｰﾄ ﾋﾟｯﾂｨｶﾝﾃ 15
343196
ﾗﾂｨｵ
ｻﾝｼﾞｮﾍﾞｰｾﾞ100%。残り数本のみ。
ﾀﾞﾆｴｰﾚ ﾋﾟｯﾁﾆﾝ ﾛｰｻﾞ ﾌﾘｯﾂｧﾝﾃ 14
342869 ｳﾞｪﾈﾄ
ﾋﾟﾉﾈﾛ100%。残り数本のみ。
ｶﾐｯﾛ ﾄﾞﾅｰﾃｨ ﾗﾝﾌﾞﾙｽｺ 14
342722 ｴﾐﾘｱﾛﾏｰﾆｬ
昔ながらの造りのﾗﾝﾌﾞﾙｽｺ。ﾊﾞｯｸｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞが数本あります。

容量

色

750ml

白微発泡

750ml
750ml
750ml
750ml
750ml
750ml

参考上代

納品価格

¥2,400 ¥1,680
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾊﾟｼﾌｨｯｸ洋行
白微発泡 ¥3,300
¥2,190
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：37ﾜｲﾝｾﾚｸｼｮﾝｽﾞ
白微発泡 ¥3,600
¥2,520
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾃﾗｳﾞｪｰﾙ
白泡
¥4,500 ¥3,150
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｨﾅｲｵｰﾀ
ﾛｾﾞ泡 ¥3,100 ¥2,170
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ
ﾛｾﾞ泡 ¥4,500 ¥3,150
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｨﾅｲｵｰﾀ
赤微発泡 ¥2,600
¥1,820
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｨﾅｲｵｰﾀ

イタリア：白ワイン
品番

生産地域

ワイン名

ｱｯﾗ ｺｽﾃｨｴｯﾗ ﾋﾞｱﾝｺ ｺｽﾃｨｴｯﾗ 15
342699 ｳﾞｪﾈﾄ
ﾀｲﾋﾞｱﾝｺ、ﾓｽｶｰﾄﾋﾞｱﾝｺ、ｾﾙﾌﾟﾘｰﾉのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾛ ｾﾞﾙﾎﾞｰﾈ ﾚ ｷﾞｬｰﾚ ﾋﾞｱﾝｺ 14
343393 ﾋﾟｴﾓﾝﾃ
ｺﾙﾃｰｾﾞ100%。
ｳﾞｧﾙﾃﾞｨﾍﾞｯﾗ ｼﾁﾘｱ ﾑﾆｰﾙ 15
336843
ｼﾁﾘｱ
ｶﾀﾗｯﾄ80%、ｶﾀﾗｯﾄ ｴｸｽﾄﾗ ﾙﾁﾄﾞ20%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。

容量

750ml
750ml
750ml

色

参考上代

納品価格

白
¥2,000 ¥1,400
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾄﾚｼﾞｬｰﾌﾛﾑﾈｲﾁｬｰ
白
¥2,100 ¥1,470
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｱﾌﾟﾚｳﾞ
白
¥2,100 ¥1,470
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ

ナチュラルワインリスト
※入荷数の少ないワインが多くあります。欠品等ご了承下さい。
価格はすべて税抜きです。
一部自然派以外のワインも含まれております。お気軽にお問合せください。

イタリア：白ワイン
品番

生産地域

ワイン名

容量

ｶｰｻ ﾍﾞﾙﾌｨ ﾋﾞｱﾝｺ ﾃﾞｯﾚ ｳﾞｪﾈﾂｨｴ 14
338827 ｳﾞｪﾈﾄ
750ml
ｲﾝｸﾛｰﾁｮ ﾏﾝﾂｫｰﾆ（ﾘｰｽﾘﾝｸﾞ&ﾋﾟﾉﾋﾞｱﾝｺの交配種）、ｼｬﾙﾄﾞﾈのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。特価中。
ﾃﾞｨｰﾃﾞｨｴ ｼﾞｪﾙﾍﾞﾙ ｼﾞｭｰ ﾄﾞ ｾﾊﾟｰｼﾞｭ 15
343400 ｳﾞｧｯﾚﾀﾞｵｽﾀ
750ml
ﾄﾗﾐﾈｰﾙ、ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝﾌﾞﾗﾝ、ｳﾞｨｵﾆｴのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ｽﾃ-ﾌｧﾉ ﾚﾆｬｰﾆ ﾊﾞﾝﾌﾞｰﾛｰﾄﾞ 15
343296 ﾘｸﾞｰﾘｱ
750ml
ｳﾞｪﾙﾒﾝﾃｨｰﾉ、ﾏﾙｳﾞｧｼﾞｱのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾆｺﾗ ﾏﾝﾌｪｯﾗｰﾘ ｳﾞｪﾈﾂｨｱ ｼﾞｭﾘｱ ﾐｯﾚ ｳｰｳﾞｪ ﾋﾞｱﾝｺ 14 750ml
336686
ﾌﾘｳﾘ
ﾌﾘｳﾗｰﾉ、ｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ、ｼｬﾙﾄﾞﾈ、ﾏﾙｳﾞｧｼﾞｰｱ、ﾘｰｽﾘﾝｸﾞのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾗ ﾋﾞｱﾝｶｰﾗ ﾏｼｴﾘ 15
342014 ｳﾞｪﾈﾄ
750ml
ｶﾞﾙｶﾞｰﾈｶﾞ60%、ﾄﾚｯﾋﾞｱｰﾉ40%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。残り数本のみ。
ｶﾙﾛ ﾀﾝｶﾞ ﾈｯﾘ ｱﾅﾄﾘｰﾉ 14
341429 ﾄｽｶｰﾅ
750ml
ﾄﾚｯﾋﾞｱｰﾉ100%。
ﾏﾁｮｯｶ ﾓﾉｸﾛｰﾓ #1 14
342352
ﾗﾂｨｵ
750ml
ﾊﾟｯｾﾘｰﾅ ﾃﾞﾙ ﾌﾙｼﾞﾅｰﾃ、ﾏﾙｳﾞｧｼﾞｱのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ｻﾙｳﾞｪｯﾀ ﾉｼﾞｵﾗ ｳﾞｨﾆｪｰﾃｨ ﾄﾞﾛﾐﾃｨ 13
343489 ﾄﾚﾝﾃｨｰﾉ
750ml
ﾉｼﾞｵﾗ100%。
ｶｳﾞｧﾛｯﾄ ﾌﾞﾘｯｺ ﾎﾞｽｷｽ ﾗﾝｹﾞ ﾋﾞｱﾝｺ ﾋﾟﾈｰﾙ 14 750ml
343490 ﾋﾟｴﾓﾝﾃ
ﾋﾟﾉﾈﾛ100%。
ﾗ ﾋﾞｱﾝｶｰﾗ ｻｯｻｲｱ 15
343346 ｳﾞｪﾈﾄ
750ml
ｶﾞﾙｶﾞｰﾈｶﾞ95%、ﾄﾚｯﾋﾞｱｰﾉ5%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。残り数本のみ。
ﾛﾝｶﾞﾘｰｳﾞｧ ｸﾞﾗﾐﾈ 14
343014 ﾄﾚﾝﾃｨｰﾉ
750ml
ﾋﾟﾉ ｸﾞﾘｰｼﾞｮ100%。
ﾄｯﾚ ﾃﾞｲ ﾍﾞｱﾃｨ ｼﾞｮｹﾚｰﾓ ｺﾝ ｲ ﾌｨｵｰﾘ 15
343338 ｱﾌﾞﾙｯﾂｫ
750ml
ﾍﾟｺﾘｰﾉ100%。特価中。
ﾌﾗﾝﾁｪｽｺ ｸﾞｯﾁｮｰﾈ T ﾄﾚｯﾋﾞｱｰﾉ NV
343321
ｼﾁﾘｱ
750ml
ﾄﾚｯﾋﾞｱｰﾉ100%。
ﾌﾗﾝﾁｪｽｺ ｸﾞｯﾁｮｰﾈ C ｶﾀﾗｯﾄ NV
343340
ｼﾁﾘｱ
750ml
ｶﾀﾗｯﾄ100%。
ﾌﾗﾝﾁｪｽｺ ｸﾞｯﾁｮｰﾈ BC ﾋﾞｱﾝｺ ﾃﾞｨ ﾁｪﾗｰｻﾞ NV 750ml
343322
ｼﾁﾘｱ
ﾄﾚｯﾋﾞｱｰﾉ50%、ｶﾀﾗｯﾄ50%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾛﾝｺ ｾｳﾞｪｯﾛ ﾋﾟﾉ ｸﾞﾘｰｼﾞｮ 14
330946
ﾌﾘｳﾘ
750ml
ﾋﾟﾉ ｸﾞﾘｰｼﾞｮ100%。
343337 ｴﾐﾘｱﾛﾏｰﾆｬ ﾙｾﾝﾃｨ ﾋﾞｱﾝｶ ﾚｼﾞｰﾅ ｺｯﾘ ﾋﾟｱﾝﾁｪﾝﾃｨｰﾆ 11
750ml
ﾏﾙｳﾞｧｼﾞｱ ﾃﾞｨ ｶﾝﾃﾞｨｱ ｱﾛﾏﾃｨｶ100%。
ｼﾞｮｳﾞｧﾝﾆ ｲｱﾇｯﾁ ｶﾝﾎﾟ ﾃﾞｨ ﾏﾝﾄﾞﾘｴ13
341669 ｶﾝﾊﾟｰﾆｬ
750ml
ﾌｧﾗﾝｷﾞｰﾅ100%。
ﾛﾝｺ ｾｳﾞｪｯﾛ ｾｳﾞｪｯﾛ ﾋﾞｱﾝｺ 08
332109
ﾌﾘｳﾘ
750ml
ﾌﾘｳﾗｰﾉ60％、ｼｬﾙﾄﾞﾈ30％、ﾋﾟｺﾘｯﾄ10％のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾗ ﾋﾞｱﾝｶｰﾗ ﾏｼｴﾘ 15 ﾏｸﾞﾅﾑ
343344 ｳﾞｪﾈﾄ
1500ml
ｶﾞﾙｶﾞｰﾈｶﾞ60%、ﾄﾚｯﾋﾞｱｰﾉ40%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。残り数本のみ。
ｶﾙﾛ ﾀﾝｶﾞ ﾈｯﾘ ｱﾅﾄﾗｰｿﾞ 10
341667 ﾄｽｶｰﾅ
750ml
ﾄﾚｯﾋﾞｱｰﾉ、ﾏﾙｳﾞｧｼﾞｱのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ｶﾝﾃｨｰﾅ ｼﾞｬﾙﾃﾞｨｰﾉ ｶﾞｲｱ 13
342698 ｶﾝﾊﾟｰﾆｬ
750ml
ﾌｨｱｰﾉ100%。
ﾄﾘﾝｹｰﾛ ｿｰﾆｮ ﾃﾞｨ ﾊﾞｯｺ 14
343068 ﾋﾟｴﾓﾝﾃ
750ml
ﾏﾙｳﾞｧｼﾞｱ100%。
ｱﾙﾄｩｰﾗ ﾄｽｶｰﾅ ｱﾝｿﾅｺ 11
338977 ﾄｽｶｰﾅ
750ml
ｱﾝｿﾆｶ100%。残り数本のみ。

色

白

参考上代

納品価格

¥2,400 ¥1,590
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾊﾟｼﾌｨｯｸ洋行
白
¥2,500 ¥1,750
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：W
白
¥2,500 ¥1,750
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｨﾅｲｵｰﾀ
白
¥2,600 ¥1,820
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ
白
¥2,600 ¥1,820
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｨﾅｲｵｰﾀ
白
¥2,700 ¥1,890
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾄﾚｼﾞｬｰﾌﾛﾑﾈｲﾁｬｰ
白
¥2,800 ¥1,960
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾄﾚｼﾞｬｰﾌﾛﾑﾈｲﾁｬｰ
白
¥2,900 ¥2,030
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾃﾗｳﾞｪｰﾙ
白
¥2,900 ¥2,030
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾃﾗｳﾞｪｰﾙ
白
¥2,900 ¥2,030
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｨﾅｲｵｰﾀ
白
¥3,000 ¥2,100
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｨﾅｲｵｰﾀ
白
¥3,200 ¥1,920
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾊﾟｼﾌｨｯｸ洋行
白
¥3,500 ¥2,450
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾊﾟｼﾌｨｯｸ洋行
白
¥3,500 ¥2,450
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾊﾟｼﾌｨｯｸ洋行
白
¥3,500 ¥2,450
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾊﾟｼﾌｨｯｸ洋行
白
¥3,900 ¥2,730
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾃﾗｳﾞｪｰﾙ
白
¥3,900 ¥2,730
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾊﾟｼﾌｨｯｸ洋行
白
¥4,000 ¥2,800
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾄﾚｼﾞｬｰﾌﾛﾑﾈｲﾁｬｰ
白
¥4,200 ¥2,940
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾃﾗｳﾞｪｰﾙ
白
¥4,200 ¥2,940
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｨﾅｲｵｰﾀ
白
¥4,400 ¥3,080
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾄﾚｼﾞｬｰﾌﾛﾑﾈｲﾁｬｰ
白
¥4,600 ¥3,220
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｨﾅｲｵｰﾀ
白
¥4,800 ¥3,360
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｨﾅｲｵｰﾀ
白
¥4,800 ¥3,360
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ

ナチュラルワインリスト
※入荷数の少ないワインが多くあります。欠品等ご了承下さい。
価格はすべて税抜きです。
一部自然派以外のワインも含まれております。お気軽にお問合せください。

イタリア：白ワイン
品番

生産地域

ワイン名

容量

ﾊﾟｵﾛ ﾍﾞｱ ｻﾝﾀ ｷｱｰﾗ 12
342714 ｳﾝﾌﾞﾘｱ
750ml
ｸﾞﾚｹｯﾄ、ﾏﾙｳﾞｧｼﾞｰｱ、ｼｬﾙﾄﾞﾈ、ｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ、ｶﾞﾙｶﾞｰﾈｶﾞ各20%ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。残り数本。
ｱﾚｯｻﾝﾄﾞﾛ ｳﾞｨｵﾗ ｼﾝﾌｫﾆｱ ﾃﾞｨ ｸﾞﾘｯﾛ 15
342643
ｼﾁﾘｱ
750ml
ｸﾞﾘｯﾛ100%。
ﾗ ｶｽﾃｯﾗｰﾀﾞ ﾘﾎﾞｯﾗ ｼﾞｬｯﾗ 08
342359
ﾌﾘｳﾘ
750ml
ﾘﾎﾞｯﾗ ｼﾞｬｯﾗ100%。残り数本のみ。
ﾃﾞｨﾅｰｳﾞｫﾛ 08
339183 ｴﾐﾘｱﾛﾏｰﾆｬ
750ml
ﾏﾙｳﾞｧｼﾞｱ、ｵﾙﾄｩﾙｺﾞ、ﾏﾙｻﾝﾇのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。1本のみ。
ﾀﾞﾘｵ ﾌﾟﾘﾝﾁｯﾁ ﾘﾎﾞｯﾗ ｼﾞｬｯﾗ 12
341900
ﾌﾘｳﾘ
750ml
ﾘﾎﾞｯﾗ ｼﾞｬｯﾗ100%。
ﾚ ｺｽﾃ ﾋﾞｱﾝｺ 12
343197
ﾗﾂｨｵ
750ml
ﾌﾟﾛｶﾆｺ､ﾏﾙｳﾞｧｼﾞｱ､その他土着品種のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。残り数本のみ。

色

参考上代

納品価格

白

¥4,800 ¥3,360
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｨﾅｲｵｰﾀ
白
¥4,800 ¥3,360
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾄﾚｼﾞｬｰﾌﾛﾑﾈｲﾁｬｰ
白
¥5,000 ¥3,500
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｨﾅｲｵｰﾀ
白
¥5,000 ¥3,500
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾃﾗｳﾞｪｰﾙ
白
¥5,400 ¥3,780
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾃﾗｳﾞｪｰﾙ
白
¥7,300 ¥5,110
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ

イタリア：ロゼワイン
品番

生産地域

ワイン名

ﾗｲｴｯﾀ ﾄｽｶｰﾅ ﾛｻﾞｰﾄ ｸﾙｳﾞｪ ﾃﾞｨ ﾘｳﾞｪｯﾛ14
343389 ﾄｽｶｰﾅ
ｻﾝｼﾞｮﾍﾞｰｾﾞ100%。
ﾁﾚｯﾘ ﾁｪﾗｽｵｰﾛ ﾀﾞﾌﾞﾙｯﾂｫ 15
343035 ｱﾌﾞﾙｯﾂｫ
ﾓﾝﾃﾌﾟﾙﾁｱｰﾉ100%。
343339 ｱﾌﾞﾙｯﾂｫ ﾄｯﾚ ﾃﾞｲ ﾍﾞｱﾃｨ ﾛｻﾞ ｴ ﾁｪﾗｽｵｰﾛ ﾓﾝﾃﾌﾟﾙﾁｱｰﾉ ﾀﾞﾌﾞﾙｯﾂｫ15
ﾓﾝﾃﾌﾟﾙﾁｱｰﾉ100%。
ｶﾝﾋﾟ ﾃﾞｨ ﾌｫﾝﾃﾚﾝﾂｧ ﾛｰｻﾞ14
342452 ﾄｽｶｰﾅ
ｻﾝｼﾞｮﾍﾞｰｾﾞ100%。
ﾗﾓﾚｽｶ ﾛｻﾞｰﾄ 15
343413
ｼﾁﾘｱ
ﾈﾛﾀﾞｰｳﾞｫﾗ、ﾌﾗｯﾊﾟｰﾄのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾊﾟｰﾁﾅ ﾗ ﾛｰｻﾞ ﾃﾞｨ ﾊﾟｰﾁﾅ14
342296 ﾄｽｶｰﾅ
ｻﾝｼﾞｮﾍﾞｰｾﾞ100%。
ﾁﾚｯﾘ ﾁｪﾗｽｵｰﾛ ﾀﾞﾌﾞﾙｯﾂｫ ｱﾝﾌｫﾗ 15
332552 ｱﾌﾞﾙｯﾂｫ
ﾓﾝﾃﾌﾟﾙﾁｱｰﾉ100%。

容量

色

750ml

ロゼ

750ml

ロゼ

750ml

ロゼ

750ml

ロゼ

750ml

ロゼ

750ml

ロゼ

750ml

ロゼ

参考上代

納品価格

¥2,400 ¥1,680
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ
¥2,400 ¥1,680
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾃﾗｳﾞｪｰﾙ
¥2,600 ¥1,820
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾊﾟｼﾌｨｯｸ洋行
¥2,700 ¥1,890
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｨﾅｲｵｰﾀ
¥3,000 ¥2,100
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ
¥3,200 ¥2,240
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｨﾅｲｵｰﾀ
¥3,800 ¥2,660
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾃﾗｳﾞｪｰﾙ

イタリア：赤ワイン
品番

生産地域

ワイン名

ﾄｯﾚ ﾃﾞｲ ﾍﾞｱﾃｨ ﾓﾝﾃ ﾌﾟﾙﾁｰﾉ 13
343336 ｱﾌﾞﾙｯﾂｫ
ﾓﾝﾃﾌﾟﾙﾁｱｰﾉ100%。特価中。
ﾊﾞﾛｰﾆ ｶﾝﾊﾟﾆｰﾉ ﾛｯｿ ﾀﾞ ﾀｰｳﾞｫﾗ 13
339961 ｳﾝﾌﾞﾘｱ
ｻﾝｼﾞｮﾍﾞｰｾﾞ100%。
ｶﾝﾃｨｰﾈ ｳﾞｧﾙﾊﾟｰﾈ ﾛｯｿ ﾋﾟｴﾄﾛ 11
341351 ﾋﾟｴﾓﾝﾃ
ﾊﾞﾙﾍﾞｰﾗ100%。残り数本のみ。
ﾄﾘﾝｹｰﾛ ﾛｯｿ ﾗｼｰﾇ 12
336691 ﾋﾟｴﾓﾝﾃ
ﾊﾞﾙﾍﾞｰﾗ100%。
ﾗ ﾋﾞｱﾝｶｰﾗ ﾛｯｿ ﾏｼｴﾘ 14
342610 ｳﾞｪﾈﾄ
ﾒﾙﾛｰ50%、ﾄｶｲﾛｯｿ40%、ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ10%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾌﾟﾘﾝﾁﾋﾟｱｰﾉ ﾊﾞﾙﾍﾞｰﾗ ﾀﾞﾙﾊﾞ ﾗｳﾗ 14
338440 ﾋﾟｴﾓﾝﾃ
ﾊﾞﾙﾍﾞｰﾗ100%。
ﾗ ｶ ﾉｳﾞｧ ﾗﾝｹﾞ ﾈｯﾋﾞｵｰﾛ 14
338195 ﾋﾟｴﾓﾝﾃ
ﾈｯﾋﾞｵｰﾛ100%。

容量

色

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

参考上代

納品価格

¥1,800 ¥1,080
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾊﾟｼﾌｨｯｸ洋行
¥2,200 ¥1,540
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾃﾗｳﾞｪｰﾙ
¥2,500 ¥1,750
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：DIONY
¥2,700 ¥1,890
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ
¥2,400 ¥1,680
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｨﾅｲｵｰﾀ
¥2,700 ¥1,890
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ
¥2,800 ¥1,960
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾃﾗｳﾞｪｰﾙ

ナチュラルワインリスト
※入荷数の少ないワインが多くあります。欠品等ご了承下さい。
価格はすべて税抜きです。
一部自然派以外のワインも含まれております。お気軽にお問合せください。

イタリア：赤ワイン
品番

生産地域

ワイン名

容量

ｱﾝﾍﾟﾚｲｱ ｳﾝﾘﾄﾛ 15
342231 ﾄｽｶｰﾅ
1000ml
ｱﾘｶﾝﾃﾈﾛ(ｸﾞﾙﾅｯｼｭ)、ｶﾘﾆｬﾝ、ｱﾘｶﾝﾃﾌﾞｼｪのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。750ml換算で\1,470。
ﾚ ｺｽﾃ ﾛｯｿ ﾃﾞｨ ｶﾞｴﾀｰﾉ 14
343199 ﾗｯﾂｨｵ
750ml
ｻﾝｼﾞｮｳﾞｪｰｾﾞ、ｸﾞﾚｹｯﾄ、ﾒﾙﾛ-、ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆｮﾝのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ｲﾙ ｳﾞｪｲ ｳﾞｧﾙ ﾃｨﾄﾞｰﾈ ﾛｯｿ NV
342652 ｴﾐﾘｱﾛﾏｰﾆｬ
1500ml
ﾊﾞﾙﾍﾞｰﾗ65%、ｸﾛｱﾃｨｰﾅ(ﾎﾞﾅﾙﾀﾞ)35%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。マグナムボトル。
ﾌｫﾗﾄﾞﾘ ﾃﾛﾙﾃﾞｺﾞ ﾌｫﾗﾄﾞﾘ 12
343301 ﾄﾚﾝﾃｨｰﾉ
750ml
ﾃﾛﾙﾃﾞｺﾞ100%。特価残り数本のみ。
ｶﾝﾃｨｰﾈ ｳﾞｧﾙﾊﾟｰﾈ ｴｳｰﾘ 14
342760 ﾋﾟｴﾓﾝﾃ
750ml
ｸﾞﾘﾆｮﾘｰﾆｮ100%。
ﾊﾟｰﾁﾅ 10
342467 ﾄｽｶｰﾅ
750ml
ｻﾝｼﾞｮｳﾞｪｰｾﾞ97%、ｶﾅｲｵｰﾛ&ﾁﾘｴｼﾞｫｰﾛ3%。残り数本のみ。
ﾌﾗﾝﾁｪｽｺ ｸﾞｯﾁｮｰﾈ NM ﾈﾚｯﾛﾏｽｶﾚｰｾﾞ NV
343323
ｼﾁﾘｱ
750ml
ﾈﾚｯﾛﾏｽｶﾚｰｾﾞ100%。
ﾄﾘﾝｹｰﾛ ﾛｯｿ ﾃﾞﾙ ﾉｰﾁｪ 2
342487 ﾋﾟｴﾓﾝﾃ
750ml
ﾊﾞﾙﾍﾞｰﾗ100%。
ﾎﾟﾃﾞｰﾚ ｲﾙ ｻﾝﾄ ﾗｲﾛﾝ 07
342871 ﾛﾝﾊﾞﾙﾃﾞｨｱ
750ml
ｳｰｳﾞｧﾗｰﾗ主体、ﾊﾞﾙﾍﾞｰﾗ、ｸﾛｱﾃｨｰﾅのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。残り数本のみ。
ﾎﾟﾃﾞｰﾚ ｲﾙ ｻﾝﾄ ﾗｲﾛﾝ 08
342872 ﾛﾝﾊﾞﾙﾃﾞｨｱ
750ml
ｳｰｳﾞｧﾗｰﾗ主体、ﾊﾞﾙﾍﾞｰﾗ、ｸﾛｱﾃｨｰﾅのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。残り数本のみ。
ﾄﾘﾝｹｰﾛ ﾛｯｿ ﾊﾟﾙﾒ 13
342996 ﾋﾟｴﾓﾝﾃ
750ml
ﾌﾞﾗｹｯﾄ100%。特価残り数本。
342986 ｳﾝﾌﾞﾘｱ ﾗﾊﾞｽｺ ﾓﾝﾃﾌﾟﾙﾁｬｰﾉ ﾀﾞﾌﾞﾙｯﾂｫ ﾛｯｿ ﾃﾞﾗ ｺﾝﾄﾗｰﾀﾞ13 750ml
ﾓﾝﾃﾌﾟﾙﾁｱｰﾉ100%。特価残り数本のみ。
ﾎﾟﾃﾞｰﾚ ｲﾙ ｻﾝﾄ ﾉｳﾞｪﾁｪﾝﾄ 05
342873 ﾛﾝﾊﾞﾙﾃﾞｨｱ
750ml
ﾊﾞﾙﾍﾞｰﾗ主体、ｸﾛｱﾃｨｰﾅ、ｳｰｳﾞｧﾗｰﾗのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。残り数本のみ。
ﾎﾟﾃﾞｰﾚ ｲﾙ ｻﾝﾄ ﾉｳﾞｪﾁｪﾝﾄ 06
342874 ﾛﾝﾊﾞﾙﾃﾞｨｱ
750ml
ﾊﾞﾙﾍﾞｰﾗ主体、ｸﾛｱﾃｨｰﾅ、ｳｰｳﾞｧﾗｰﾗのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。残り数本のみ。
ﾍﾟﾘｯﾛ ﾀｳﾗｼﾞ ﾘｾﾞﾙｳﾞｧ 04
339897 ｶﾝﾊﾟｰﾆｬ
750ml
ｱﾘｱﾆｺ100%。
ｺｯﾚ ｶﾌﾟﾚｯﾀ ｲﾙ ﾌｫﾚｽﾃｨﾛ 12
342983 ｳﾝﾌﾞﾘｱ
750ml
ｻｸﾞﾗﾝﾃｨｰﾉ100%。特価残り数本のみ。

色

赤
赤
赤
赤
赤
赤
赤
赤
赤
赤
赤
赤
赤
赤
赤
赤

参考上代

納品価格

¥2,800 ¥1,960
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾃﾗｳﾞｪｰﾙ
¥3,000 ¥2,100
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ
¥3,000 ¥2,100
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｨﾅｲｵｰﾀ
¥3,200 ¥1,875
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾃﾗｳﾞｪｰﾙ
¥3,200 ¥2,240
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：DIONY
¥3,300 ¥2,310
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｨﾅｲｵｰﾀ
¥4,000 ¥2,800
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾊﾟｼﾌｨｯｸ洋行
¥4,800 ¥3,360
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｨﾅｲｵｰﾀ
¥5,200 ¥3,640
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｨﾅｲｵｰﾀ
¥5,200 ¥3,640
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｨﾅｲｵｰﾀ
¥5,200 ¥3,120
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｨﾅｲｵｰﾀ
¥5,800 ¥2,375
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾃﾗｳﾞｪｰﾙ
¥6,400 ¥4,480
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｨﾅｲｵｰﾀ
¥6,400 ¥4,480
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｨﾅｲｵｰﾀ
¥7,000 ¥4,900
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾃﾗｳﾞｪｰﾙ
¥8,400 ¥3,000
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾃﾗｳﾞｪｰﾙ

スペイン：スパークリング
品番

生産地域

ワイン名

ﾗﾍﾞﾝﾄｽ ﾌﾞﾗﾝ ﾄﾞ ﾌﾞﾗﾝ
305587 ｽﾍﾟｲﾝ
ﾏｶﾍﾞｵ40%、ﾁｬﾚﾛ40%、ﾊﾟﾚﾘｬｰﾀﾞ20%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。特価中。
ﾒﾄﾞﾙ ﾌﾞﾘｭｯﾄ ﾅﾁｭﾚ
341659 ｽﾍﾟｲﾝ
ｶﾙﾄｲｼｬ(ﾁｬﾚﾛ)100%。
ﾊﾟﾙﾃｨｰﾀﾞ ｸﾚｳｽ ﾌﾞﾗﾝｸﾃﾞｽﾓｲ BS ﾍﾟｯﾄﾅｯﾄ14
343420 ｽﾍﾟｲﾝ
ｽﾓｲ100%。
ﾊﾟﾙﾃｨｰﾀﾞ ｸﾚｳｽ ｶﾞﾙｰ GR ﾍﾟｯﾄﾅｯﾄ14
343421 ｽﾍﾟｲﾝ
ｶﾞﾙｰ100%（ﾓﾅｽﾄﾚﾙの一種）。

容量

色

750ml

白泡

750ml
750ml
750ml

参考上代

納品価格

¥2,580 ¥1,500
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：日本酒類販売
白泡
¥3,000 ¥2,100
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｱｸﾞﾘ
白泡
¥5,200 ¥3,640
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：BMO
赤泡
¥5,200 ¥3,640
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：BMO

ナチュラルワインリスト
※入荷数の少ないワインが多くあります。欠品等ご了承下さい。
価格はすべて税抜きです。
一部自然派以外のワインも含まれております。お気軽にお問合せください。

スペイン：白ワイン
品番

生産地域

ワイン名

ﾍﾟﾄﾞﾛ ｴｽｸﾃﾞｰﾛ ﾌｴﾝﾃ ﾐﾗﾉ ｳﾞｪﾙﾃﾞﾎ ｳﾞｨｳﾗ 14
341605 ｽﾍﾟｲﾝ
ｳﾞｪﾙﾃﾞﾎ、ｳﾞｨｳﾗのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾍﾟﾄﾞﾛ ｴｽｸﾃﾞｰﾛ ﾌｴﾝﾃ ﾐﾗﾉ ｳﾞｪﾙﾃﾞﾎ 14
339337 ｽﾍﾟｲﾝ
異なる仕込をした4種のヴェルデホをブレンド。
ﾙｼｬﾚﾙ ｱﾏﾙﾃｱ ﾌﾞﾗﾝｺ 15
341658 ｽﾍﾟｲﾝ
ﾁｬﾚﾛ100%。
ｴｾﾝｼｱ･ﾙﾗﾙ ﾊﾟﾝﾊﾟﾈｵ ｱｲﾚﾝ ﾅﾁｭﾗﾙ 14
341269 ｽﾍﾟｲﾝ
ｱｲﾚﾝ100%。
ｴｾﾝｼｱ･ﾙﾗﾙ ﾃﾞ ｿﾙ ｱ ｿﾙ ｱｲﾚﾝ ﾅﾁｭﾗﾙ 11
343324 ｽﾍﾟｲﾝ
ｱｲﾚﾝ100%。残り数本のみ。
ﾒﾄﾞﾙ ｶﾙﾄｲｼｬ 15
341661 ｽﾍﾟｲﾝ
ｶﾙﾄｲｼｬ(ﾁｬﾚﾛ)100%。
ﾍﾞﾙﾅﾍﾞ ﾅﾊﾞﾛｰ ｶｯﾛ 10
342563 ｽﾍﾟｲﾝ
ﾓｽｶﾃﾙ ﾃﾞ ｱﾚﾊﾝﾄﾞﾘｱ100%。残り数本。
ｴｾﾝｼｱ･ﾙﾗﾙ ﾃﾞ ｿﾙ ｱ ｿﾙ ｱｲﾚﾝ ｱﾝﾌｫﾗ 15
343325 ｽﾍﾟｲﾝ
ｱｲﾚﾝ100%。残り数本のみ。
ｱﾚﾏｲﾝ ｲ ｺﾘｵ ﾌﾟﾘﾝｼﾋﾟｱ ﾏﾃﾏﾃｨｶ 14
338280 ｽﾍﾟｲﾝ
ﾁｬﾚﾛ100%。
ﾎﾞﾃﾞｶﾞ ｸｴｳﾞｧ ﾏｶﾍﾞｵ ﾊﾞｲ ﾏﾘｱｰﾉ 15
342723 ｽﾍﾟｲﾝ
ﾏｶﾍﾞｵ100%。
ﾎﾞﾃﾞｶﾞ ｸｴｳﾞｧ ｵﾚﾝｼﾞ ﾊﾞｲ ﾏﾘｱｰﾉ 15
342724 ｽﾍﾟｲﾝ
ﾀﾙﾀﾞﾅ60%、ﾏｶﾍﾞｵ40%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾅﾙﾊﾟ ﾋﾞﾉｽ ｱﾗﾗ 14
342555 ｽﾍﾟｲﾝ
ｱﾙﾊﾞﾘｰﾆｮ100%。残り数本のみ。
ﾊﾟﾙﾃｨｰﾀﾞ ｸﾚｳｽ ﾌﾞﾗﾝｺ ﾅﾄｩﾗﾙ BN 15
343422 ｽﾍﾟｲﾝ
ﾏｶﾍﾞｵ90%、ｶﾞﾙﾄｩｼｬﾍﾞﾙﾒｲ10%（ｶﾞﾙﾅｯﾁｬﾌﾞﾗﾝｶ）のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾎﾞﾃﾞｶﾞ ｸｴｳﾞｧ ﾓｽｶﾃﾙ ﾊﾞｲ ﾏﾘｱｰﾉ 15
343062 ｽﾍﾟｲﾝ
ﾓｽｶﾃﾙ ﾃﾞ ｱﾚﾊﾝﾄﾞﾘｱ100%。
ﾙｼｬﾚﾙ ｱ ﾊﾟﾙ ﾌﾞﾗﾝｺ ｵｰｶﾞﾆｯｸ 15
342682 ｽﾍﾟｲﾝ
ﾁｬﾚﾛ100%。
ｱﾚﾏｲﾝ ｲ ｺﾘｵ ｴﾙ ｶﾙｺﾞﾙ ﾄﾚｳ ﾋﾞ 14
339678 ｽﾍﾟｲﾝ
ﾁｬﾚﾛ100%。
ｵﾘｳﾞｨｴ ﾘｳﾞｨｴｰﾙ ｼﾞｭｷﾃｨﾊﾟ 13
342221 ｽﾍﾟｲﾝ
ﾋﾞｳﾗ(ﾏｶﾍﾞｵ)80%、ﾏﾙｳﾞｧｼﾞｱ10%、ｶﾞﾙﾅｯﾁｬﾌﾞﾗﾝｺ10%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。

容量

色

750ml

白

750ml

白

750ml

白

750ml

白

750ml

白

750ml

白

750ml

白

750ml

白

750ml

白

750ml

白

750ml

白

750ml

白

750ml

白

750ml

白

750ml

白

750ml

白

750ml

白

参考上代

納品価格

¥1,400
¥980
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｳﾞﾆｰﾙ
¥1,600 ¥1,120
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｳﾞﾆｰﾙ
¥2,000 ¥1,400
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｱｸﾞﾘ
¥2,100 ¥1,470
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ
¥2,400 ¥1,680
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ
¥2,500 ¥1,750
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｱｸﾞﾘ
¥2,600 ¥1,820
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ
¥2,700 ¥1,890
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ
¥2,900 ¥2,030
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：日本酒類販売
¥3,000 ¥2,100
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｳﾞﾆｰﾙ
¥3,000 ¥2,100
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｳﾞﾆｰﾙ
¥3,100 ¥2,170
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ
¥3,200 ¥2,240
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：BMO
¥3,200 ¥2,240
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｳﾞﾆｰﾙ
¥3,500 ¥2,450
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｱｸﾞﾘ
¥3,500 ¥2,450
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：日本酒類販売
¥4,000 ¥2,800
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：DIONY

スペイン：ロゼワイン
品番

生産地域

ワイン名

ﾙｼｬﾚﾙ ﾊﾟﾃｨ ｱﾙﾅｳ ﾛｾﾞ ｵｰｶﾞﾆｯｸ 15
342679 ｽﾍﾟｲﾝ
ﾋﾟﾉﾉﾜｰﾙ、ﾒﾙﾛｰ、ﾁｬﾚﾛｳﾞｪﾙﾒﾙのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。

容量

色

750ml

ロゼ

参考上代

納品価格

¥2,000 ¥1,400
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｱｸﾞﾘ

スペイン：赤ワイン
品番

生産地域

ワイン名

容量

ﾙｼｬﾚﾙ ｱﾏﾙﾃｱ ﾃｨﾝﾄ 14
341657 ｽﾍﾟｲﾝ
750ml
ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ60%、ﾒﾙﾛｰ30%、ﾃﾝﾌﾟﾗﾆｰﾘｮ10%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾒﾄﾞﾙ ﾎｰﾍﾞﾝ 14
341660 ｽﾍﾟｲﾝ
750ml
ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ45%、ﾒﾙﾛｰ25%、ｼﾗｰ25%、ｶﾙﾄｲｼｬ5%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。

色

参考上代

赤

¥2,000 ¥1,400
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｱｸﾞﾘ
¥2,000 ¥1,400
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｱｸﾞﾘ

赤

納品価格

ナチュラルワインリスト
※入荷数の少ないワインが多くあります。欠品等ご了承下さい。
価格はすべて税抜きです。
一部自然派以外のワインも含まれております。お気軽にお問合せください。

スペイン：赤ワイン
品番

生産地域

ワイン名

容量

ｾﾗｰｽﾞ ﾎｱﾝ ﾀﾞﾝｹﾞﾗ 15
342733 ｽﾍﾟｲﾝ
750ml
ｶﾞﾙﾅｯﾁｬ65%、ｶﾘﾆｪﾅ30%、ｼﾗｰ5%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ｱﾙﾄ ﾗﾝﾄﾞﾝ ﾏﾀﾄﾅｲ 14
341496 ｽﾍﾟｲﾝ
750ml
ｼﾗｰ50%、ﾏﾙﾍﾞｯｸ50%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾃﾞｽｾﾝﾃﾞｨｴﾝﾃｽ ﾃﾞ ﾎｾ ﾊﾟﾗｼｵｽ ﾍﾟﾀﾛｽ 14
336693 ｽﾍﾟｲﾝ
750ml
ﾒﾝｼｱ95%、ﾊﾞﾚﾝｼｱﾅ/ﾊﾟﾛﾐﾉ計3%、ｱﾘｶﾝﾃ･ﾌﾞｰｼｪ/他 計2%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。特価中。
ﾒﾝﾀﾞｰﾙ ｺﾙ ﾃﾞﾙ ﾆｰﾆｮ 15
343315 ｽﾍﾟｲﾝ
750ml
ｶﾞﾙﾅｯﾁｬﾃｨﾝﾄ100%。
ｵﾘｳﾞｨｴ ﾘｳﾞｨｴｰﾙ ｶﾞﾊﾞﾁｮ 13
342496 ｽﾍﾟｲﾝ
750ml
ｶﾞﾙﾅｯﾁｬ50%、ﾃﾝﾌﾟﾗﾘｰﾆｮ50%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾊﾟﾙﾃｨｰﾀﾞ ｸﾚｳｽ ﾃｨﾝﾄ ﾅﾁｭﾗﾙ TN 14
343423 ｽﾍﾟｲﾝ
750ml
ﾒﾙﾛｰ、ｶﾞﾙｰ、ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ｶｻ ﾊﾟﾙﾃﾞ ｶﾍﾞﾙﾈ ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ&ﾄﾚﾊﾟｯﾄ 11
342089 ｽﾍﾟｲﾝ
750ml
ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ、ﾄﾚﾊﾟｯﾄのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾎﾞﾃﾞｨｶﾞ ﾏﾗﾆｮﾈｽ ﾏﾗﾆｮﾈｽ ﾃｨﾝﾄ 12
340612 ｽﾍﾟｲﾝ
750ml
ｶﾞﾙﾅﾁｬ100%。

色

参考上代

赤

¥2,100 ¥1,470
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ
¥2,200 ¥1,540
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｻﾝﾘﾊﾞﾃｨｰ
¥2,800 ¥1,820
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ
¥3,200 ¥2,240
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ
¥3,300 ¥2,310
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：DIONY
¥3,500 ¥2,450
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：BMO
¥3,500 ¥2,450
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｳﾞﾆｰﾙ
¥3,500 ¥2,450
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：DIONY

赤
赤
赤
赤
赤
赤
赤

納品価格

その他：スパークリング
品番

生産地域

ワイン名

容量

色

ﾋﾄﾐﾜｲﾅﾘｰ AWA ﾌﾞﾗﾝ 16
343159 滋賀県
720ml
白泡
山形県産ﾅｲｱｶﾞﾗ&ﾃﾞﾗｳｪｱのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾋﾄﾐﾜｲﾅﾘｰ ｻﾝｽﾌﾙ ﾘｭﾗﾙ ﾃﾞﾗ ﾌﾞﾗﾝ 15
342616 滋賀県
750ml
白泡
山形県産ﾃﾞﾗｳｪｱ100%。残り数本のみ。
ｶｰﾌﾞﾄﾞｯﾁ ﾍﾟﾃｨｱﾝ ﾌﾞﾗﾝ 15
342522 新潟県
750ml 白微発泡
山形県産ｾｲﾍﾞﾙ100%。残り数本のみ。
ﾌｼﾞﾏﾙ醸造所 ｵﾌﾟﾅｰ SP 16
343248
大阪
750ml
白泡
ﾃﾞﾗｳｪｱ100%。
ﾌｼﾞﾏﾙ醸造所 ｵﾌﾟﾅｰ ｶﾌﾈ ﾙｰｼﾞｭ SP 16
343251
大阪
750ml 赤微発泡
岩手県産ｷｬﾝﾍﾞﾙｽ100%。
ｶｰﾌﾞﾄﾞｯﾁ ﾍﾟﾃｨｱﾝ ﾛｾﾞ
343523 新潟県
750ml ﾛｾﾞ微発泡
新潟県産カベルネソーヴィニヨン主体、山形県産マスカットベーリーAのブレンド。
ｼｰﾄﾞﾙﾘｰ ﾃﾞｭ ｳﾞｭﾙｶﾝ ｼｰﾄﾞﾙ ﾄﾗﾝｽﾊﾟﾗﾝﾄ 15
342448
ｽｲｽ
750ml ｼｰﾄﾞﾙ
ﾄﾗﾝｽﾊﾟﾝﾄ（ﾘﾝｺﾞ）100%。
ｼｰﾄﾞﾙﾘｰ ﾃﾞｭ ｳﾞｭﾙｶﾝ ﾄﾛﾜ ﾍﾟﾊﾟﾝ 15
342449
ｽｲｽ
750ml ｼｰﾄﾞﾙ
ﾘﾝｺﾞ、洋梨、ｶﾘﾝのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。

参考上代

納品価格

¥1,800 ¥1,575
生産者：ﾋﾄﾐﾜｲﾅﾘｰ
¥2,000 ¥1,750
生産者：ﾋﾄﾐﾜｲﾅﾘｰ
¥2,600 ¥2,275
生産者：ｶｰﾌﾞﾄﾞｯﾁ
¥2,600 ¥1,820
生産者：ﾌｼﾞﾏﾙ醸造所
¥2,600 ¥1,820
生産者：ﾌｼﾞﾏﾙ醸造所
¥2,900 ¥2,538
生産者：ｶｰﾌﾞﾄﾞｯﾁ
¥2,700 ¥1,890
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：野村ﾕﾆｿﾝ
¥3,000 ¥2,100
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：野村ﾕﾆｿﾝ

その他：白ワイン
品番

生産地域

ワイン名

ﾌｼﾞﾏﾙ ﾃﾞﾗｷﾝｸﾞ 16
343396
大阪
山形県産ﾃﾞﾗｳｪｱ100%。
ﾌｼﾞﾏﾙ ﾃｰﾌﾞﾙﾄｯﾌﾟ ﾃﾞﾗｳｪｱ 16
343250
東京
山形県産ﾃﾞﾗｳｪｱ100%。
ｽｸﾗｳﾞｫｽ ｳﾞｧﾝ ﾌﾞﾗﾝ ﾄﾞ ﾀｰﾌﾞﾙ ｱﾙｼﾐｽﾄ 15
338835 ｷﾞﾘｼｬ
ﾐｭｽｶ33%、ｳﾞｫｽﾃｨﾘﾃﾞｨ67%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾌｼﾞﾏﾙ ｵﾌﾟﾅｰ ｶﾌﾈ ﾌﾞﾗﾝ 16
343356
大阪
岩手県産ﾅｲｱｶﾞﾗ77%、山形県産青ﾃﾞﾗｳｪｱ23%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。

容量

色

750ml

白

750ml

白

750ml

白

750ml

白

参考上代

納品価格

¥1,900 ¥1,330
生産者：ﾌｼﾞﾏﾙ醸造所
¥2,000 ¥1,400
生産者：ﾌｼﾞﾏﾙ醸造所
¥2,000 ¥1,400
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ
¥2,300 ¥1,610
生産者：ﾌｼﾞﾏﾙ醸造所

ナチュラルワインリスト
※入荷数の少ないワインが多くあります。欠品等ご了承下さい。
価格はすべて税抜きです。
一部自然派以外のワインも含まれております。お気軽にお問合せください。

その他：白ワイン
品番

生産地域

ワイン名

ﾌｼﾞﾏﾙ ﾃｰﾌﾞﾙﾄｯﾌﾟ 橙色 16
343394
東京
山形県産ﾃﾞﾗｳｪｱ100%。
ﾌｼﾞﾏﾙ ｵﾌﾟﾅｰ MC Ni 16
343355
大阪
岩手県産ﾅｲｱｶﾞﾗ100%。
ｶﾞｲﾔｰﾎﾌ ｸﾞﾘｭｰﾅｰﾌｪﾙﾄﾘｰﾅｰ ﾛｰｾﾞﾝｼｭﾀｲｸ 15
338912 ｵｰｽﾄﾘｱ
ｸﾞﾘｭｰﾅｰ ﾌｪﾙﾄﾘｰﾅｰ100%。残り数本のみ。
ｳﾞｨｰﾆｬ ﾁｮﾀｰﾙ ｳﾞｨﾄﾌｽｶ 12
343008 ｽﾛﾍﾞﾆｱ
ｳﾞｨﾄﾌｽｶ100%。
ｳﾞｨｰﾆｬ ﾁｮﾀｰﾙ ﾏﾙｳﾞｧｼﾞｱ 13
343009 ｽﾛﾍﾞﾆｱ
ﾏﾙｳﾞｧｼﾞｱ100%。

容量

色

750ml

白

750ml

白

750ml

白

750ml

白

750ml

白

容量

色

750ml

ロゼ

750ml

ロゼ

750ml

ロゼ

750ml

ロゼ

容量

色

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

参考上代

納品価格

¥2,500 ¥1,750
生産者：ﾌｼﾞﾏﾙ醸造所
¥2,600 ¥1,820
生産者：ﾌｼﾞﾏﾙ醸造所
¥2,900 ¥2,030
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ
¥4,300 ¥3,010
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾄﾞﾘｰﾑｽﾀｼﾞｵ
¥4,300 ¥3,010
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾄﾞﾘｰﾑｽﾀｼﾞｵ

その他：ロゼワイン
品番

生産地域

ワイン名

ﾌｼﾞﾏﾙ ﾌｧｰﾏｰｽﾞ ﾛｾﾞ 奥山農園 16
343292
東京
山梨県塩山産ﾒﾙﾛｰ100%。
BKﾜｲﾝｽﾞ ﾛｾﾞ15
341799 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ
ﾋﾟﾉﾉﾜｰﾙ100%。
ﾌﾗﾝﾂ ｼｭﾄﾛﾏｲﾔｰ ｼﾙﾋｬｰ 15
343408 ｵｰｽﾄﾘｱ
ﾌﾞﾗｳﾜｰｳﾞｨﾙﾄﾊﾞｯﾊｰ100%。特価中。
ｽﾓｰﾙﾌﾗｲ ｻﾝｿｰ ｸﾞﾙﾅｯｼｭ ﾛｾﾞ 15
331583 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ
ｻﾝｿｰ、ｸﾞﾙﾅｯｼｭのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。

参考上代

納品価格

¥2,600 ¥1,820
生産者：ﾌｼﾞﾏﾙ醸造所
¥3,200 ¥2,160
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：kpｵｰﾁｬｰﾄﾞ
¥3,500 ¥2,042
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：BMO
¥3,800 ¥2,565
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：kpｵｰﾁｬｰﾄﾞ

その他：赤ワイン
品番

生産地域

ワイン名

ﾌｼﾞﾏﾙ ｵﾌﾟﾅｰ ｶﾌﾈ ﾙｰｼﾞｭ 16
343357
大阪
岩手県産ｷｬﾝﾍﾞﾙｽ75%、山梨県産ﾏｽｶｯﾄﾍﾞｰﾘｰA25%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾌｼﾞﾏﾙ ﾌｧｰﾏｰｽﾞ MBA 16 武藤観光農園
343397
東京
茨城県常陸太田産マスカットベーリーA100%。
ﾌｼﾞﾏﾙ ﾌｧｰﾏｰｽﾞ ﾒﾙﾛｰ 奥山農園 15
341137
東京
山梨県塩山産ﾒﾙﾛｰ100%。
ｴﾝﾃﾞﾙﾚ ｳﾝﾄ ﾓﾙ ﾋﾟﾉﾉﾜｰﾙ ﾘｴｿﾞﾝ 14
341238
ﾄﾞｲﾂ
ﾋﾟﾉﾉﾜｰﾙ100%。残り数本のみ。
ﾄﾞﾒｰﾇ ｴｺﾉﾑ ｸﾘｰﾄ 06
341750 ｷﾞﾘｼｬ
ﾘｱﾃｨｺ100%。残り数本のみ。

参考上代

納品価格

¥2,300 ¥1,610
生産者：ﾌｼﾞﾏﾙ醸造所
¥2,500 ¥1,750
生産者：ﾌｼﾞﾏﾙ醸造所
¥2,800 ¥1,960
生産者：ﾌｼﾞﾏﾙ醸造所
¥3,800 ¥2,660
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ
¥5,000 ¥3,500
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ

リキュール&スピリッツ
品番

生産地域

商品名

ｻﾝ ﾋﾟｴｰﾙ ｳﾞｧﾝﾄﾞﾘｸｰﾙ ﾚ ﾗﾙﾑ ﾃﾞｭ ﾊﾟﾗﾃﾞｨ
ｼｬﾙﾄﾞﾈ。2013年の果汁に2011年のﾏｰﾙをﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ｸﾘｽﾁｬﾝ ﾋﾞﾈｰﾙ ｵｰﾄﾞｳﾞｨｰ ｽﾘｰｽﾞ 04
470244 ｱﾙｻﾞｽ
2004年産ｻｸﾗﾝﾎﾞの蒸留酒。残り数本のみ。
305617

ｼﾞｭﾗ

容量

色

750ml

参考上代

納品価格

¥4,900 ¥3,430
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｫﾙﾃｯｸｽ
¥8,000 ¥5,600
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：DIONY

750ml

マスタード
品番

生産地域

商品名

ﾋﾙﾌｧｰﾑ ﾀｽﾏﾆｱ ｽﾊﾟｲｼｰﾏｽﾀｰﾄﾞ
607282 ﾀｽﾏﾆｱ
白ﾜｲﾝｳﾞｨﾈｶﾞｰ、ｽﾊﾟｲｽ、ﾏｽﾀｰﾄﾞ種、ﾊﾁﾐﾂ、ﾀﾏﾘ醤油。

容量

500g

色

参考上代

納品価格

¥2,300 ¥1,610
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｧｲｱﾝﾄﾞｶﾝﾊﾟﾆｰ

