有機農法

有機農法

赤系果実のアロマに香辛料の香りが加わり
ます。
柔らかなタンニンの辛口赤。
お肉料理
に良く合います。
ワイナリーに生息する絶滅
危惧種のトカゲのラベル。
生産国：フランス

17 ル・ジェ
（赤）

Le Geai 5 Grapes /
A.O.P. Cotes du Marmandais

5種類のブドウのブレンドから造られた香り
豊かな有機農法の赤ワイン。愛らしい鳥の
ラベルが、食卓を明るく飾ります。
生産国：フランス

18 ル・ジェ・ブル（白）

Le Geai Bleu / Sauvignon Blanc,
Sauvignon Gris, Semillon, Muscadelle /
A.O.P. Entre-Deux-Mers

青リンゴやレモンなどを思わせるアロマ。
豊かなアロマとミネラル感があり、
まろやか
でさわやかな辛口白。
生産国：フランス

パリ
シャンパーニュ

新着

ギフト X-2

￥4,950

︵税抜︶

Clos du Château de Bligny Brut Champagne

シャンパーニュ地方のシャンパン醸造業者
の中で唯一
〈シャトー〉
の称号を与えられた
シャトー・ドゥ・ブリニィは1000年以上も
前に創立された修道院のブドウ畑からス
タートして、現在は伝統と近代性を兼ね備
え、比類のないシャンパンを生み出してい
ます。
丁寧に厳選した6種類のブドウをブレ
ンドした素晴らしい味わいの辛口。
生産国：フランス

とびきり大人な味わいの

クロ・デュ・シャトー・ドゥ・ブリニィ

スパークリングワイン

￥13,150

︵税抜︶

ギフト X-1
アジアでは当社のみの扱い

白い花のようなエレガントで

生き生きとした味わいのシャンパン

1860年から続く伝統と
最上品質のシャンパンを生産する技術を誇る
メゾン アルベール レブラン

︵税抜︶

18 ナチュレル

Natur’Aile / Grenache Noir, Carignan,
Syrah / A.O.P. Corbieres

豊かな安らぎの時間を

フランス南西地方の紅白で

新着

￥4,600

︵税抜︶

マニアに嬉しい

ワイナリーに生息する

酸化防止剤無添加

肉料理好きの方にお勧め

トカゲのラベル

新着

ギフト F-1

ギフト F-2 ￥7,300

プロセッコ・アモーレ

Prosecco Amore /
Prosecco Spumante D.O.C. /
Antiche Terre Venete

リンゴや柑橘系果物、
アカシアの花を思わ
せるアロマ。
心地よい酸味がフレッシュ感を
引き立てるスパークリング辛口。
生産国：イタリア

ワ

イ

ン

選

び

は

豊

か

な

楽 し

み

心にも身体にも良いものを選びたい。ワインブームといわれる昨今ですが、
本当に美味しくて、良質で安心できるワインを
選ぶことはなかなか難しいものです。今年もギフトはワインハウスゲアハルト社からお選びください。

女 性 を魅 了す る
︵税抜︶

︵税抜︶

ヴーヴレー・エクセランス・ブリュット
Vouvray Excellence Brut / A.O.C. Vouvray
輝く麦わら色と繊細な泡立ち。
アカシアや
白バラ、
ブリオッシュのような香り。
柑橘系の
果実味。
クリアな味わいは和食にもよく合い
ます。生産国：フランス

貴腐ワイン

女性の心を虜にする

︵税抜︶

ギフト P-4 ￥11,900
17 ルスター・アウスブルッフ・
クリスタル 375ml
Ruster Ausbruch Kristall / Elfenhof

ベーレンアウスレーゼ ルスト

アウスブルッフ ルスト

杏子や桃、
オレンジを基調としたフルーツの
香り。
コクのある中にもフレッシュさが感じられ
る遅摘み粒選りワイン。生産国：オーストリア

美しいボトルと遅摘み房選りの高貴な味わ
い。
オーストリアの優良醸造所、エルフェン
ホーフの甘口白。生産国：オーストリア

手を掛け大切に育まれたブドウから生まれる貴重品。よく冷やしてお召し上がり下さい。
●ご注文されたワインについては、
ラベル・ボトルの形状が写真と異なる場合がございます。
予めご了承下さい。

食前食後もフランスの

アイスワインは厳冬期に樹氷で氷結した糖度の高いブドウをすみやかに収穫し、溶けない
うちに搾汁した高濃度のエキスだけで造った、
しなやかでコクのある極上ワインです。

10 ルスター・ベーレンアウスレーゼ
375ml
Ruster BA / Cuvee Edel Suess / Rust

バラ色のゼクト

生産国：ドイツ

ギフト X-11 ￥5,350

キラキラ輝くボトル

アイスワイン ラインヘッセン

生産国：ドイツ

Sekt Rose HalbTrocken
爽やかなピンク色の輝き。
口当りのよ
い中辛口のスパークリングワイン。
生産国：ドイツ

エルフェンホーフ社醸造 木箱入り

アイスワイン ファルツ

ギフト P-3 ￥6,900

︵税抜︶

12 マインツァー・ドームヘル 375ml
Mainzer Domherr / Rheinhessen

伝統の甘口ワイン

ギフト P-2 ￥15,900

エルフェンホーフ社醸造 木箱入り

貴腐ブドウ
︵税抜︶

12 ヴェルトアックス 375ml
Weltachs / Pfalz / Eiswein

︵税抜︶

ギフト P-1 ￥9,400

木箱 入り

木箱 入り

氷結したブドウ

ブランケット・ドゥ・リムー /
サンティレール メソッド
トラディショナル ブリュット
Blanquette de Limoux / Saint-Hilaire /
Methode Traditionnelle / A.O.C. Limoux
シャンパンと 同じく瓶 内 2 次 醗 酵をさせ、
シャルドネ種とモーザック種から造られる、
蜂蜜のような香りとフレッシュでコクのある
飲み口が特徴の辛口 。生産国：フランス

ゲアハルト社醸造

アイスワイン

最高品質アイスワイン
美しいロングボトル入り

ゼクト・ロゼ・ハルプトロッケン

辛口スパークリングワイン

飲みやすい弱発泡性のロゼと白のセット。
気軽なパーティーに。生産国：イタリア

︵税抜︶

イタリアの弱発泡ワイン。
リンゴ、レモン、グ
レープフルーツなどの果物、藤やアカシア
の花のアロマ。牡蠣や生の魚介類などによ
く合います。生産国：イタリア

ランブルスコ ビアンコ
（白）
Lambrusco Bianco / I.G.T.

ギフト X-10 ￥5,450

ギフト X-7 ￥4,800

世界最古の

ランブルスコ ロザート
（ロゼ）
Lambrusco Rosato / I.G.T.

スパークリングワイン発祥の地

ギフト X- 9 ￥5,150

︵税抜︶

プロセッコ
Prosecco Spumante D.O.C. /
Antiche Terre Venete

Gruen Gold Sekt / Trocken
さわやかでフルーティー、
ドイツのゼ
クトはどんなお料理にも合います。
辛口。生産国：ドイツ

陽気に楽しむランブルスコ

︵税抜︶

ギフト X-8 ￥4,400

グリューン・ゴールド・ゼクト
（白）

ブランケット・ドゥ・リムー

Gruen Gold Sekt / Trocken 200ml×12本
さわやかでフルーティー、
ドイツのゼ
クトはどんなお料理にも合います。
辛口。生産国：ドイツ

軽やかに味わう

グリューン・ゴールド・ゼクト
（白）

Elfenhof Gold Trocken 200ml×12本
お祝い事にふさわしいゴールドの煌め
き。
ノイジードル湖近くのルストは16
世紀から良質なワインの生産地として
有名。
辛口。生産国：オーストリア

イタリアのスパークリング

エルフェンホーフ・ゴールド・トロッケン

ギフト X-6 ￥4,600

︵税抜︶

ギフト X-5 ￥14,200

︵税抜︶

Elfenhof Gold Trocken
オーストリアの優良醸造所、エルフェ
ンホーフの金箔入り辛口スパークリ
ングワイン。生産国：オーストリア

ギフト X-4 ￥23,200

︵税抜︶

︵税抜︶

エルフェンホーフ・ゴールド・トロッケン

ドイツ

オーストリア

金箔入り

ギ フト X-3 ￥6,600

ドイツでは
スパークリングワインを
ゼクトと言いま す

どんな食事にも合います

ピッコロサイズ（200ml）の贅沢に
一人で酔うのも素敵です

ウィーン
ルスト

特別な日は華やかに
︵税抜︶

︵税抜︶

果実味豊かで軽やかな甘口赤。
ラズベリー
やサクランボのジャムを思わせるアロマ。

ソフトで優雅な味わいの甘口白。食事にも
デザートにも。

スパイシーで力強い果実味の甘口赤。
チョ
コレート、
クッキーなどデザートと共に。

17 ベライヒ・ニアーシュタイン
（白）
Bereich Nierstein / Gewuerztraminer /
Spaetlese / Rheinhessen

大胆さと繊細さを

兼ね備えた逸品

軽快なイタリア産白

新着

力強いスペイン産赤

Château Bel Air-Marquis d’Aligre /
A.O.C. Margaux Grand Cru Exceptionnel
濃いルビー色。
ブラックベリー、さくらんぼ、
プラムなどの果実の綺麗な香り。
しっかりした
ボディにも、繊細さと複雑さが絶妙に感じられ
ます。
優れたヴィンテージしか世に出されな
い、
希少なワインです。
生産国：フランス

18 ファーファッラ
（白）
Farfalla / Garnagega, Chardonnay,
Vionier / I.G.T.

柔らかな果実味と心地良いミネラル感が
あり、
溌剌としながらも優しい味わいの辛口
白。
生産国：イタリア

︵税抜︶

ギフトG-1 ￥4,900

ワインを飲 めな くて も

Sauvis / Bas-Armagnac / XO /Alc.48.0%
有機農法専門のドメーヌによる少量
生産のブランデー。
繊細なアロマ、
とろ
けるような果実の風味が見事。
樽での
熟成７年以上がＸＯの基準ですが、
この
ドメーヌは10年以上樽での仕込みを
行いました。生産国：フランス

風味を楽しみたい方に人気

ソウビ・エックス・オー／
バ・アルマニャック 500ml

ワインと同じブドウ品種

ギフト F-18 ￥10,800

︵税抜︶

ボリューム感と飲みやすさを兼ね備 ラズベリーなどの熟した果物やバラ ロミオとジュリエットの舞台、
ヴェロー
えた有機農法の赤。
などの香り。優美な甘さと繊細な余 ナ産の有機農法ワイン。柔らかな口
生産国：スペイン
韻の赤。
ワイナリーの畑から発掘さ 当たりとフレッシュな果実味、ナチュ
れた紀元前のエトルリア文明のス ラルさを感じるワインです。
フィンクス像がシンボル。
生産国：イタリア
生産国：イタリア

年以上樽で熟成

16 アモーレ・イン・ローザ
Amore in Rosa /
Antiche Terre Venete

アルマニャック

￥4,750

紅白ジュースセット

10

︵税抜︶

ギフト I-2

0 0 シャトー・ベレ ール・
マルキ・ダリーグル

果実味豊かで程良い酸味、
タンニンもマイ
ルドな辛口赤。生産国：スペイン

ハートも踊る贈り物

︵税抜︶

11 マッダレーナ 500ml
Maddalena / Aleatico /
I.G.T. Lazio / Villa Caviciana

18 コスタラーボル
（赤）
Costalarbol / Graciano, Garnacha,
Tempranillo / D.O.Ca. Rioja

心をこめて

ワイナリーから発掘されたのは

︵税抜︶

ギフト I-1 ￥10,500

ギフト F-6 ￥21,600

︵税抜︶

ローマ法王の領地で造られた
「法王のワイ
ン」
、
シャトーヌフ・デュ・パプは伝統的醸
造法で造られた上質なワイン。
エレガントで
リッチな味わいの紅白。生産国：フランス

ギフト F-5 ￥7,700

︵税抜︶

16 シャトーヌフ・デュ・パプ
（赤）
Châteauneuf du Pape / Rouge /
A.O.C. Châteauneuf du Pape
17 シャトーヌフ・デュ・パプ
（白）
Châteauneuf du Pape / Blanc /
A.O.C. Châteauneuf du Pape

︵税抜︶

ギフト F-4 ￥12,500

紀元前のスフィンクス

ラ・マンチャの有機農法ワイン
18 テンドリル
Tendril / Tempranillo /
D.O. La Mancha

18 ニアーシュタイナー・
キルヒプラッテ
（赤）
Niersteiner Kirchplatte / St.Laurent /
Qualitaetswein / Rheinhessen

紅白

数年後も楽しみな価値ある辛口赤。
手摘み、
18 ヶ月樽熟成。
自然な農作物の甘み、
大地
を感じさせる香り。
生産国：フランス

ギフト S-1 ￥3,500

ギフト W-4 ￥8,700

17 ベライヒ・ニアーシュタイン
Bereich Nierstein / Gewuerztraminer /
Spaetlese / Rheinhessen

食 事にも 合 わせ やすい
シャトーヌフ・デュ・パプ

12 メゾン・ブランシュ
Maison Blanche /
A.O.C. Montagne St.Emilion

︵税抜︶

￥7,400

ギフト W-3 ￥5,100

15 ディーンハイマー・
ファルケンベルク ５００ｍｌ
Dienheimer Falkenberg / Alegrillo Negro /
Qualitaetswein / Rheinhessen

ボルドーでは稀少な有機農法

ギフト F-3

星降る夜に

クリスマス の 食 材 を 引き 立 てるフル ー
ティーでフレッシュな味わいの甘口白。
チキンや魚に。

︵税抜︶

︵税抜︶

17 ディーンハイマー・クロイツ
Dienheimer Kreuz / Riesling / Kabinett /
Rheinhessen

ギフト W-2 ￥6,100

鐘の音を

思い浮かべながら

クリスマスのテーブルを
美しく飾る

ギフト W-1 ￥4,600

新着

心に残る贈り物 クリスマスドイツワイン スペシャル

赤ブドウジュース／
白ブドウジュース
Roter Traubensaft /
Weisser Traubensaft

ノンアルコールワインとして召し上
がる方が多い人気の赤白葡萄果汁
100%。
ドイツで有名ないたずらマッ
クスとモーリッツのラベル。
生産国：ドイツ

●ご注文されたワインについては、
ラベル・ボトルの形状が写真と異なる場合がございます。
予めご了承下さい。

厳しい基準をクリアした上質なドイツワイン

Weltachs / Ortega / Beerenauslese / Pfalz
ファルツは見渡す限りのブドウ畑。
フランス
国境に近く、
フランスのグルメ文化の影響
で美味しい料理とワインが有名。特別な時
間を楽しめる濃密な貴腐ワイン。
生産国：ドイツ

ギフト P-7 ￥11,900
16 ヴァイノルスハイマー・ケーア
375ml

︵税抜︶

12 ヴェルトアックス・
ベーレンアウスレーゼ 375ml

木箱 入り

●ご注文されたワインについては、
ラベル・ボトルの形状が写真と異なる場合がございます。
予めご了承下さい。

ギフト P-6 ￥6,900

アイスワイン

洋梨のコンポートを思わせる甘いアロマ。
濃
厚でコクがあり、
とろけるような甘味の白。
デ
ザートワインとしても楽しめます。
生産国：ドイツ

アイスワインは厳冬期に樹氷
で氷結した糖度の高いブドウ
をすみやかに収穫し、溶けな
いうちに搾汁した高濃度のエ
キスだけで造った、
しなやかで
コクのある極上ワインです。
︵税抜︶

18 ディーンハイマー・クロイツ
Dienheimer Kreuz / Silvaner /
Auslese / Rheinhessen

氷結したブドウ

木箱 入り

︵税抜︶

18 デッテルバッハ シルバーナー
（白）

Dettelbach Silvaner / Qualitaetswein / Franken
レモンやリンゴ、マスカットなどのアロマ。
爽やかな辛口白。特に川魚を使った魚料
理や和食にも良く合います。

ギフト P-5 ￥6,100

18 シュロスグート・エブリンゲン
（白）
Schlossgut Ebringen “S” / Grauburgunder /
Qualitaetswein/ Baden / Trocken
豊かな果実味としっかりしたボディの白辛口。

ドイツ ファルツ産
貴腐ワイン

︵税抜︶

ヴェルトアックス醸造所
オーナー夫妻と

14 テュンガースハイム
（ロゼ）

Thuengersheim / DominaMueller-Thurgau /
Qualitaetswein / Franken / Halbtrocken
バラや木苺のような香り。
マイルドで、辛い
料理や甘いフルーツ、デザートなどに良く
合います。
フランケンの珍しいロゼ。

17 シュロスグート・エブリンゲン
（ロゼ）
Schlossgut Ebringen / Spaetburgunder /
Spaetlese / Baden / Rose
甘味と酸味の絶妙なバランス。
当社のお客
様のために特別に醸造されたロゼです。

果実のアロマにクルミやジャスミンの香り
が加わります。厚みのある果実味とミネラ
ル感。
フルーティな白辛口。
バーデンはドイ
ツ最南端に位置し、軽くて口当りのよい
グートエーデル種などの多様性に富んだワ
インの生産地として有名です。

ホリデイシーズンは

華やかに

新着

木箱 入 り

有機 農 法

ギフト G-9 ￥9,500

ギフト G-8 ￥9,300

︵税抜︶

マンゴーや柑橘系果実のアロマ。甘味と酸
味のバランスが良い甘口。
ドイツ宗教改革
で有名なマルティン・ルターが好んだブド
ウ品種マルヴァジアから造られました。

数年後も楽しみな価値ある

13 シュロスグート・エブリンゲン

Schlossgut Ebringen / Gutedel /
Qualitaetswein / Baden / Trocken

フルーティーで豊かな果実のアロマ。デ
ザートワイン甘口白。

通好みフランケン

︵税抜︶

︵税抜︶

16 ヘアゴッツ・トレプヒェン
（神様の滴）

Herrgotts-Troepfchen / Kerner /
Spaetlese / Rheinhessen

バーデンの甘口ロゼ辛口白セット

価値あるバーデ ンの辛口 白

好んだマルヴァジア

マルティン・ルターも

︵税抜︶

フレッシュで豊かな果実のアロマ。飲みや
すく和食にも合う中辛口。

17ニアーシュタイナー・ローゼンベルク
（赤）

18 ディーンハイマー・クロイツ
（白）
Dienheimer Kreuz / Silvaner /
Auslese / Rheinhessen

ギフト G-7 ￥4,600

18 エクセレンス
（ルター）
Excellence ( Luther ) / Malvasier /
Qualitaetswein / Rheinhessen

￥9,700

Niersteiner Rosenberg / Cumdeo Rouge /
Qualitaetswein / Rheinhessen

遅摘みの気品あるコク、贅沢な逸品。

しずく

シュペートレーゼ

ラインヘッセン
人気の定 番 神 様の滴

等級違い白セット

カ ビ ネット

17 ヘアゴッツ・トレプヒェン
（神様の滴）

Herrgotts-Troepfchen / Kerner /
Kabinett / Rheinhessen / Feinherb

︵税抜︶

１6 プリンツ・フォン・ヘッセン
Prinz von Hessen / Riesling / Spaetlese /
Rheingau

白い花や柑橘類、
ピーチなどのブーケ。
しっかりした中辛口。

ギフト G -6 ￥6,500

ギフト G-4

華やかでコクのある白と

17 プリンツ・フォン・ヘッセン
Prinz von Hessen / Riesling / Kabinett /
Rheingau / Feinherb

￥9,100

希少さを楽しむ特別な赤

ギフト G-3

︵税抜︶

ギフト G-2 ￥6,100

︵税抜︶

Schloss Kronberg

シュペートレーゼ

カ ビ ネット

ヘッセン家の末裔

ハインリッヒ・ドナトゥス殿下と妃殿下

ギフト G- 5 ￥7,400

周年記念ワイン

Prinz von Hessen

今年9月、お城の晩餐に招かれました
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ラインガウはドイツで
最高評価を受けるワイン産地で、
プリンツ フォン ヘッセンは
800年の伝統を誇ります

歴史のワイン
ヘッセン王室醸造ワイン

ゲアハルト社日本開設

気 品 漂う上質な贈り物

Weinolsheimer Kehr / Silvaner /
Eiswein / Rheinhessen
アプリコットやハチミツなどの甘く優美な
アロマ。果実自体の心地よい酸味も感じ
る、味わい深いワインです。
生産国：ドイツ

オーストリアワイン特集

のワイン・ショップ

ノイジードル湖近くのルストは16世紀から
良質なワインの生産地として発展しました。

ギフト A-2 ￥5,100

また、
ルストは
「赤ちゃんを運ぶコウノトリ」
有名です。

ギフト A-3 ￥7,600

13 ブラウフレンキッシュ
クラシック トロッケン
（赤）
Blaufraenkisch Classic / Qualitaetswein
/ Trocken

ベリー系果実や胡椒、
ほのかなバーボンバニ
ラのアロマ。
バランス良く、
コクのある味わい。

17 アーベントロート
Abend-rot / Blaufraenkisch /
Spaetlese / Lieblich

が巣を作る豊かな自然環境の街としても

︵税抜︶

あるエルフェンホーフ

︵税抜︶

サクランボやベリーのアロマ。
優雅な果実味
にスパイシーさが加わった、しっかりとした
味わいの辛口。

オーストリアのルストに

オーストリア

︵税抜︶

15 ブラウフレンキッシュ
リザーブ
Blaufraenkisch Reserve /
Blaufraenkisch / Qualitaetswein / Trocken

辛口赤と甘口白セット

ルスト

ギフト A-1 ￥5,600

ノイジードル湖の
夕焼け風景

オーストリア

フルーティーな 辛口 赤

ウィーン

18 シャルドネ
（白）
Chardonnay / Spaetlese / Lieblich

ベリーやプラムなどのアロマ。
遅摘みのブド
ウから生まれた滑らかな味わいの赤。

フルーティーで上品。
高級感溢れる遅摘み
の甘口。
スパイシーな料理にも合わせたい白。

スペインワイン特集

14 フィゲロ・ビニャス・ビエハス
15ヶ月樽熟成

サクランボなどの果実、クローブなどのスパイ
シーなアロマ。
濃厚でバランスの良い辛口赤。

青リンゴや柑橘系果実の瑞々しいブーケ。
日頃の食事にも重宝する白。

Figuero Vinas Viejas / D.O. Ribera del Duero /
Bodegas Garcia Figuero / Family Selection
熟したさくらんぼやベリー系フルーツのア
ロマとスパイシーな香り。

17 トゥエルセボタス
（白）

Tuercebotas / Tempranillo /
D.O.Ca.Rioja / Bodegas del Medievo

スペインに
生産者を訪ねて

︵税抜︶

ギフト S-5 ￥10,600

16 トゥエルセボタス・クリアンサ
（赤）

Tuercebotas Crianza Graciano /
Graciano / D.O.Ca.Rioja

Pino Doncel Blanco / Sauvignon Blanc /
D.O. Jumilla

ヶ月熟成のフルボ ディ

︵税抜︶

ギフト S-4 ￥8,100

18 ピノ・ドンセル・ブランコ

古木からの恵み

飲み始めたら止まらない

スペイ ンの紅 白

新着

サクランボやブラックベリーなどの果物、
アーモンドやココナッツの香り。
滑らかな味
わいのフルボディタイプ。

ギフト S-3 ￥4,100

︵税抜︶

︵税抜︶

13 アルトス・デ・サン・クレメンテ

Altos de San Clemente / Mencia /
D.O. Bierzo / Soto del Vicario / Crianza

爽やかさを楽しむ

フレッシュな味わいの白

滑らかな味わいの赤

ギフト S-2 ￥5,600

１5

淡いイエロー。赤ワインを生むテンプラ
ニーリョから造られた白ワイン。

チリワイン特集

ギフト C-3 ￥16,600

︵税抜︶

果実の豊かなアロマにスパイシーさが調
和。
肉料理に特に合う赤。

数あるチリワインから

Tacora / Chardonnay / Reserva /
Casablanca Valley
熟した柑橘系果実のアロマにハチミツやク
リームの甘い香りがフワッと感じられます。

14 タコーラ・イコノ

最高級品をお届けします

18 タコーラ シャルドネ レセルバ
（白）

Tacora Icono / Cabernet Sauvignon,
Syrah, Carmenere / Cachapoal Valley

15

ヶ月熟成

︵税抜︶

ギフト C-2 ￥7,000

オーク樽

北イタリアからチリに
移住したカサノヴァ家
が1898年 に創 立し
たワイナリー。苦労を
重ね有機農法で高品
質なワインを少数生
産。世 界 大 会 で 金 賞
多数受賞。

17 タコーラ レセルバ
（赤）

Tacora / Cabernet Sauvignon, Carmenere /
Reserva / Colchagua Valley
ブラックチェリーやラズベリーのアロマ。

ラ・マンチャのドン・キホーテ像の前で。

カサノヴァ家

︵税抜︶

ギフト C-1 ￥5,850

大好評につき再入荷
ゆったりと味わう
ワンランク上のチリワイン

チリを味わう

フィゲロ社のオーナーと。

紅白レセルバセット

ブレダ社のオーナーと食卓を囲んで。

10 カサノヴァ・ドン・アルド

Casanova Don Aldo / Maule Valley
ブラックベリーや木の香り、
樽熟成のタンニ
ンがまろやかな味わい。
フルボディで優雅
な赤。

●ご注文されたワインについては、
ラベル・ボトルの形状が写真と異なる場合がございます。
予めご了承下さい。

イタリアワイン特集
手摘み

オーク樽で熟成

︵税抜︶

バローロならではの

堂々たる風格

︵税抜︶

︵税抜︶

プラムやスミレ、
ラズベリーなどのアロマ。
繊細なワインを生むことで良く知られるラ・
モッラのアヌンツィアータ地区の単一畑の
ブドウから造られた、卓越した味わいのバ
ローロ。国際的なワイン評論家達から高評
価を得ている辛口赤です。

有機農法

ギフト I-13 ￥4,750
16 アモーレ・アッソリュート
Amore Assoluto / Corvina Veronese,
Syrah, Merlot / Antiche Terre

︵税抜︶

︵税抜︶

繊細で芳醇な辛口の白。
デリケートであり
ながらしっかりしたボディ。

ハートで伝える贈りもの

デザートや

●ご注文されたワインについては、
ラベル・ボトルの形状が写真と異なる場合がございます。
予めご了承下さい。

食の宝庫トスカーナの

試飲もたくさんしました

16 ロエーロ・アルネイス
Roero Arneis Infinito D.O.C.G. /
Piemonte / Tre Secol

ギフト I-10 ￥16,600

14 バローロ
（ロッケ・デラヌンツィアータ）
Barolo D.O.C.G. Rocche dell'Annunziata /
Rocche Costamagna

野イチゴなど野生の果実を中心としたアロ
マ。力強い味わいです。国際的なワイン評
論家ジェームズ・サックリング氏からは94
点の高評価を受けています。

ギフト I-12 ￥5,600

￥7,100

フルボディで深みのあるガーネット色。
果実
味のある、辛口の赤。牛肉、羊肉、熟成した
硬質チーズとよく合います。

13 ブルネッロ・ディ・
モンタルチーノ
Brunello di Montalcino D.O.C.G. /
Gamafood

食前酒としても楽しみたい

︵税抜︶

15 モンテプルチャーノ・
ダブルッツォ
Montepulciano d’Abruzzo D.O.P. /
Azienda Nicola di Sipio

しっかりとした果実味、上品でコクのある味
わ いで す。2016年 のジ ル ベ ー ル＆ガ イ
ヤール国際コンクールで金賞受賞実績も
あります。
ランチタイム

贈答用としても人気の

フルーティーでフレッシュな味わいの白。
魚や鶏肉を使った料理に良く合います。

ギフト I-11 ￥6,600
ワインセラーに眠る樽

高級ワイン

ブドウ畑

17 グリッロ

Grillo / Sicilia D.O.C. / Cossentino

上等な赤ワインで上質な時を

イタリアに
生産者を訪ねて

￥4,600

︵税抜︶

ネーロ・ダヴォラ、
カベルネ・ソーヴィニヨン、
シラーから造られた赤。
プラムやサクランボ
の繊細なアロマ。
タンニンは控え目ですが、
しっかりとした味わいで、
バランスの良い辛
口。
グリルやパスタ、
肉料理に良く合います。

豊かな時間を満喫する

︵税抜︶

17 ロッソ・ディ・ビサッチャ
Rosso di Bisaccia / I.G.P. Terre Siciliane /
Cossentino

ギフト I-8

有機農法

有機農法

￥4,900

ギフト I-9 ￥11,600

ギフト I-6

14 アマローネ・デッラ・
ヴァルポリチェッラ
Amarone Della Valpolicella D.O.C.G. /
Antiche Terre Venete

サクランボのほのかなアロマが感じられる
果実味豊かで柔らかな味わい。

プラムやブラックベリーを思わせるアロマ。
バランス良くリッチな味わい。
こだわりの有
機農法。

年ベルリン ワイントロフィーで

Barbera d’Asti Larame D.O.C.G. /
Piemonte / Tre Secoli

日本で初めて2002年に当社
が販売した人気のワインです。
アルカモは生産地の中でも特
に美しい場所で、
高いクオリティ
のワインが生産されています。

￥4,250

17 ドルチェット・ダルバ
Dolcetto d'Alba D.O.C. /
Rocche Costamagna

太陽の光が降り注ぐ日

風光明媚なアルカモ産の

味わい深い赤

ギフト I-7

ギフト I-5

15 バルベーラ・ダスティ・
ララーメ

イタリア シチリアから
コッセンティーノ社の有機農法ワイン

金賞受賞

典型的なピエモンテ州の高級赤ワイン。
ス
パイスやバニラ、チェリーなどの優雅な芳
香、
コクのある味わい。

ギフト I- 4 ￥4,400

︵税抜︶

13 バルベーラ・ダスティ・
スペリオーレ・ニッツァ
Barbera d’Asti superiore Nizza D.O.C.G. /
Piemonte / Tre Secoli

︵税抜︶

︵税抜︶

ギ フト I-3 ￥6,600

優雅で軽やかな赤

心地よく味わうオー ガニック

バルベー ラ・ダスティ・

スペリオ ーレ・ニッツァは

最高品 質の特別 な ワイン

ピエモンテ州
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ロミオとジュリエットの舞台、
ヴェローナ産
の有機農法ワイン。柔らかな口当たりとフ
レッシュな果実味、
ナチュラルさを感じる赤。

フランスワイン特集
ブルゴーニュが誇る

プルミエ・クリュ

︵税抜︶

グルメに贈りたい

ギフト F-14 ￥6,700

︵税抜︶

赤系果実、リコリスや炒ったカカオ豆などの
アロマ。
滑らかなタンニン、エレガントで心
地よい辛口赤。

カオールの赤

︵税抜︶

15 シャトー・ドゥ・オッセール
Château de Haute Serre / Malbec /
A.O.C. Cahors

濃いガーネット色。
ブラックワインの異名で
呼ばれるマルベック種の赤ワイン。
ボルドー
の格付ワインに匹敵する味わいです。

18 エリザベ ート
（白）
Elisabeth / Gros Manseng /
I.G.P. Cotes de Gascogne

16 シャトー・ボワ・ジョリ
Château Bois Joli /
A.O.C. Cotes de Bordeaux

ローズ

レモン

ギフト FL-1 ￥11,200

芳醇な香りと凝縮された果実味。気軽に楽
しみたい赤です。熟成しても美味しさは持
続します。

︵税抜︶

ギフト F-17 ￥5,000

それぞれの香りにうっとり
有機農法リキュール3本セット

オレンジ

︵税抜︶

クリアで淡いイエロー。南国のフルーツや
グレープフルーツなど、豊かなアロマが特
徴的です。

柑橘系果物やリンゴのアロマ、ミネラル感
があり、活き活きとした酸味。
バランス良く、
濃厚な味わいです。
シャサーニュ・モンラッ
シェのプルミエ・クリュを代表するクリマ
「ラ・
マルトロワ」
の白。

18 エリザベート・ボン・ヴィヴァン
（赤）
Elisabeth Bon Vivant /
Merlot, Cabernet Sauvignon

気軽さを楽しむボルドー

︵税抜︶

白い花や梨などの果実の香りに、
蜂蜜、
香ば
しいロースト香が加わります。
ミネラル感が
あり、
滑らかで、
長い余韻を楽しめます。

カオールの赤ワインは、
その色の濃さから
「黒
ワイン」とも呼ばれてきました。
カシスやベ
リーのアロマ。
タンニンがまろやかで、コクの
ある味わいです。
肉料理に特に合います。

18 ピグマンタム・ジョルジュ・
ヴィグル ー
（白）
Pigmentum Georges Vigouroux /
Ugni Blanc, Colombard / I.G.P. Occitanie

ギフト F-13 ￥7,300

甘いフルーツの香り、
フレッシュで爽やか
な味わいの白。口当たりが良く、
デザートタ
イムにもお勧めです。2015年にパリ農業コ
ンクールで金賞受賞歴有り。

18 ピグマンタム・ジョルジュ・
ヴィグルー
（赤）
Pigmentum Georges Vigouroux /
Malbec / A.O.P. Cahors

Chassagne-Montrachet 1er Cru La Maltroie / A.O.C.
Chassagne-Montrachet 1er Cru

ブラックベリーなどの果実のアロマ。
凝縮
された濃厚な味わい。
1947年から化学物質
を使用せずにブドウ栽培を行う土壌から生
まれた、
ナチュラルで深い味わいの赤です。

︵税抜︶

華やかに味わ う ブルゴーニュ

ギフト F-16 ￥6,500

15 シャサーニュ・モンラッシェ・プ
ルミエ・クリュ・ラ・マルトロワ

美しいラベル

柑橘系の果物やトロピカル・フルーツの
アロマ。
バランスよく、
フレッシュな味わい。
ボルドーの希少な白。

ギフト F-10 ￥21,600

66 シャトー・ボーセジュール
Château Beausejour /
A.O.C. Puisseguin Saint-Emilion

ラウンジバーでも大人気

15 シャトー・デュ・ソイユ
（白）
Château du Seuil / A.O.C. Graves

︵税抜︶

華やかなアロマに香ばしいブーケ、
しっかり
としたボディ。

ギフト F-9 ￥33,600

新着

熟した果実や花を思わせる優しいアロマ。
爽やかな味わいの白。

12 シャトー・デュ・ソイユ
（赤）
Château du Seuil / A.O.C. Graves

手軽に楽しむ紅 白セット

16 シャトー・ペイラー・ブラン
（白）
Château Peyrat Blanc / A.O.C. Graves
Blanc / Gabart-Laval Export

︵税抜︶

カシスなどの赤系果実、
ナツメグなどのスパ
イシーなアロマ。
果実味豊かでフレッシュな
味わいの赤。

ギフト F-12 ￥12,700

半世紀を超えた底力

ソフトで濃厚な味わいと長い余韻を味わ
うボルドーの赤。

ゆったりと美味しさを味わう

︵税抜︶

17 シャトー・ペイラー・ルージュ
（赤）
Château Peyrat / A.O.C. Graves /
Gabart-Laval Export

ギフト F-15 ￥7,600

15 シャトー・ルーセル
Ch. Rousselle /
Merlot,Cabernet Sauvignon,
Malbec,Cabernet Franc /
1er Bourgeois / A.O.C. Cotes de Bourg

有機農法

フランス・エリゼ宮殿にもデビュー

グラーヴの紅白

ギフト F-11 ￥11,500

ギフト F-8 ￥6,450

ボルドーの希少な紅白

熟したフルーツの芳しくフレッシュなアロ
マ。12ヶ月の樽熟成を経ています。優雅な
ひと時をもたらす 赤。ジ ル ベール＆ガイ
ヤール国際コンクール金賞受賞。

︵税抜︶

14 シャトー・オー・ギエボー
Château Haut Guillebot /
A.O.C. Bordeaux Superieur /
Cuvee Prestige

1966年ヴィンテー ジ

ヶ月樽熟 成

︵税抜︶

ギフト F-7 ￥5,300

15 サン・ロマン・スー・
ル・シャトー
Saint Romain Sous Le Chateau /
A.O.C. Saint Romain

贈りたいのは深い味わい

心に残るひとときに

金賞

12

ダム・ドゥース有機農法リキュール
200ml 3本セット
Dame Douce à l’orange / Alc.36.0%
Dame Douce à la rose / Alc.32.0%
Dame Douce au citron / Alc.36.0%

オレンジ、
ローズ、
レモンの凝縮された香り
が素晴らしい希少な3本セット。紅茶、
アイ
スクリーム、
フルーツやケーキにかければ
最高のデザートに。

●ご注文されたワインについては、
ラベル・ボトルの形状が写真と異なる場合がございます。
予めご了承下さい。

白6本セット
❶

❷

❸

❶ 18 ピノ・ドンセル・ブランコ
Spain

Germany

Pino Doncel Blanco /
Sauvignon Blanc / D.O. Jumilla
青リンゴや柑橘系果実のブーケ。

France

France

Spain

Germany

France

Austria

❸ 17 レ・サンス リースリング

濃厚な果実味とまろやかな甘味。

Les Sens / Riesling / A.O.P. Alsace /
Domaine Schmitt & Carrer
澄んだイエロー。華やかな香りに菩
提樹やジャスミンの香り。

❻

❸ 14 ヴィラチカ・ヴィンテージ

❹

❹ 15 モンタニィ･プルミエ・クリュ・
レ・シャニオ

Montagny 1er Cru Les Chaniots /
A.O.C. Montagny 1er Cru /
Domaine de Montorge
柑橘系の香り、
豊かなミネラル感。

Italy

France

❺

❻
Austria

Italy

❻ 17 モスカート・ダスティ

Moscato d’Asti D.O.C.G. / Piemonte /
Tre Secoli
微発泡甘口の白。

Blaufraenkisch Classic /Qualitaetswein / Trocken

ベリー系果実や胡椒、ほのかなバー
ボンバニラのアロマ。

ドイツ産高機能炭酸水

アイラブユー

（チョコレート風味ワインベース飲料）

Pra Rosso / Melrot / D.O.C.

コクのある熟した果実の風味。
口当りのよい
楽しい赤。
ティチーノは豊かな自然に恵まれ
た最高のメルローの産地です。
生産国：スイス

苺やラズベリーなどのアロマ。
フルーティー
でフレッシュな味わいの赤。
生産国：スイス

I Love You / Aromatized Wine-Based
Beverage / Cantine Sgarzi Luigi

優しく甘いバニラの香りとカカオのほんのり
としたビターな味わいは、
まるで本物のチョ
コレート。生産国：イタリア

カ ル シ ウム 補 給と 天 然 サ ル
フェートで代謝アップを同時に
目指せる世界でも珍しい本格
的高機能炭酸水

健康な生活のために

15 プラ・ロッソ

ベラフォンタニス
500ml×18本
︵税抜︶

︵税抜︶

︵税抜︶

11 バイオッコ

ギフト I -14 ￥3,600

12月27日までの期間限定
2ケース特価 ￥9,000
︵税抜︶

スイスを贅沢に味わう

ギフトMW
￥7,200

︵税抜︶

ティチーノ

Bella Fontanis

ヨーロッパで人 気の

チョコ風 味

チューリッヒ

Baiocco / Merlot / D.O.C.

ローマ法王の領地で造られた
「法王
のワイン」
。

❻ 13 ブラウフレンキッシュ
クラシック トロッケン

いつもとは違う気 分で選ぶワイン

ギフト H -2 ￥8,400

❹ 16 シャトーヌフ・デュ・パプ
Châteauneuf du Pape / Rouge /
A.O.C. Châteauneuf du Pape

野イチゴなどの果実を中心としたアロマ。

有機農法

Elfenhof Gold Trocken
金箔入り辛口スパークリングワイン。

Villachica Vintage Vinas Viejas /
Tinta de Toro / D.O.P. Toro
古樹から生まれた、
フルボデイの辛口。

❺ 13 ブルネッロ・ディ・
モンタルチーノ
Brunello di Montalcino D.O.C.G. / Gamafood

❺エルフェンホーフ・ゴールド・
トロッケン

ギフト H -1 ￥6,800

❶ 14 シャトー・オー・ギエボー
Château Haut Guillebot /
A.O.C. Bordeaux Superieur / Cuvee Prestige

❷ 17 ニアーシュタイナー・
ローゼンベルク
Niersteiner Rosenberg / Cumdeo Rouge /
Qualitaetswein / Rheinhessen

Excellence (Luther) / Malvasier /
Qualitaetswein / Rheinhessen
マンゴーなどのトロピカルなアロマ。

有機農法

❺

ギフト R-1 ￥35,400

12ヶ月の樽熟成。
ジルベール＆ガイ
ヤール国際コンクール金賞受賞。

❷ 18 エクセレンス
（ルター）

❹

︵税抜︶

ギフトW-5 ￥30,100

❸

新着

❷

︵税抜︶

❶

赤6本セット

「 現役オリンピアンや
一流アスリート、
モデルも減量に使う」
「1日分のカルシウム約 46%をこれ1本で！」
※非常時の備えにも

ワインとは別送りとなります

このカタログの掲載ギフトにつきましては、送料・箱代込みのサービス料金となっております。
このカタログ掲載の商品は、0.75リットル入り・アルコール度数14.5度以下が基本となっております。

ゲアハルトワインのお申込について

カタログ有効期限：2020年6月末まで

電話03-5388-6755（午前10時 〜午後7時） Fax 03-5388-6794（ 随時 ）

お申込は同封の申込書またはお電話、ファックスでどうぞ。

●札 幌

<お 支 払 い> 商品発送時に請求書、振込用紙をお送りしますので2週間以内にお振り込みください。 ※振込手数料はお客様のご負担となっております。
<お
届
け> お申込から1週間前後に宅配便でお届け致します。
<お取替・ご返品> 商品の品質には万全の注意を払っておりますが、万一不良品がありましたらお取替えいたします。なお、
お届けから一週間以上経た商品のお取り換えはお断り致します。
<ご
注
意> 未成年者の飲酒は法律で禁止されています。未成年者のご注文はお受けできませんので予めご了承ください。
< 品 切 れ の 場 合 > 万一ご注文の商品が売りきれました場合は、同等の商品をもって発送させて戴きます。
仙台●
<生
産
者> ドイツ：ゼクト ウント ワインケラーライ ヤコブ ゲアハルト、
プリンツ フォン ヘッセン、
ヴェルトアックス社
フランス：ジョルジュ・ヴィクルー、G.H.マルテル、
シャトー・サントネイ社
イタリア：コッセンティーノ社、
アンティケ社、
キアリ社 オーストリア：エルフェンホーフ醸造所
<そ
の
他> 当社は、通信販売酒類小売業免許を渋谷税務署長から付与されています。
（日付：平成3年6月10日・番号：渋谷第170号）
埼玉 ●
輸入の事情によりセット内容及び価格が変更になることがあります。
※このカタログの掲載ギフトにつきましては送料・箱代は含まれております。
● 大阪
東京●
※本州以外の地域への運賃については、別途追加料金を頂戴致します。
●名古屋
● 横浜
福岡●
※消費税などは含まれておりません。
ワインについては消費税は10％となります。

輸入販売元：ワインハウスゲアハルト株式会社
本 社 管 理 部 ：〒151-0072
営業部/ショップ：〒151-0072
札 幌 オフィス：〒062-0933
仙 台 オフィス：〒980-0801
埼 玉 オフィス：〒338-0012
横 浜 オフィス：〒222-0033
名古屋 オフィス：〒460-0008
大 阪 オフィス：〒562-0035
福 岡 オフィス：〒812-0041

※未成年者の飲酒は法律で禁じられています。

東京都渋谷区幡ヶ谷1-1-1 幡ヶ谷プラザビル5F
東京都渋谷区幡ヶ谷1-1-1 幡ヶ谷プラザビル1F
札幌市豊平区平岸３条10 -1 52松井ビル2F
仙台市青葉区木町通2 -1-18 ノース･コアビル6F
埼玉県さいたま市中央区大戸4 -26 -11 Vent Vert 与野3F
横浜市港北区新横浜1-13-12 クリンゲルンベルグビル2F
名古屋市中区栄5 -10 -5 ドムス栄1F
大阪府箕面市船場東3-3 -11 コムザシティ箕面403
福岡市博多区吉塚4-10 -48 福岡インタービル2F

TEL. 03-5388-6711
TEL. 03-5388-6755
TEL. 011-814-5801
TEL. 022-728-7611
TEL. 048-835-6410
TEL. 045-478-6321
TEL. 052-249-1370
TEL. 072-749-6901
TEL. 092-626-9100

FAX. 03-3378-6648
FAX. 03-5388-6794
FAX. 011-814-5808
FAX. 022-728-7623
FAX. 048-835-6415
FAX. 045-478-6383
FAX. 052-249-1372
FAX. 072-749-6907
FAX. 092-626-9130
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