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BEAUJOLAIS

2013 年度ボルドーワインスクール公認
ボルドーワイン講師候補者募集
ボルドーワイン委員会は、数年前から
ボルドーワイン委員会が運営するワイン
スクール“エコール・デュ・ヴァン・ド・
ボルドー”の公認講師養成活動に取り
組んでいます。
貴方も、世界各国で活躍しているボ
ルドーワインスクール公認講師のお一人
として、ボルドーワインの啓蒙活動に力
を注いでみませんか？
詳しくは、こちらをご覧ください。
http://www.franceshoku.com/

NOUVEAU
★早期ご予約の方に特典★

①割引きがあります。
（例年のことですが気持ちサービス!!）
②プレゼントがあります。
（別便にてラベルホルダーを
お届けいたします。）
※①②のいずれかをお選びください。

ボ

ー

ジ

ョ

レ

ヌ

ー

ヴ

ォ

解

禁

日

♥ 11 月 15 日

木

Maison François Paquet
メゾン･フランソワ･パケ

ヌーヴォ（新酒）は、250年以上の歴史と優れた技術を誇る
ボージョレ･ワイン専門生産者メゾン･フランソワ･パケで！
長い歴史を刻んだガメイの古木は、厳密に管理され育成されます。 高い品質をキー
プするための惜しみない努力と高い技術力が息づくこだわりのヌーヴォなのです。

★平均樹齢35年以上の古木使用

メゾン・フランソワ･パケは、ブルゴーニュ地方最大にして最良の生産者「ボワッ
セ･モメサン」グループの一員です。 その品質の高さは世界中のワイン愛好家に認
められておりボージョレ・コンテスト、メダリストの常連として知られています。
＊12℃程度に冷やすと一層美味しく頂けます
メゾン･フランソワ･パケ
ボージョレ･ヌーヴォ 2012
■販売価格：航空便

１ケース〜

＠1,180円

メゾン･フランソワ･パケ
ボージョレ･ヴィラージュ・ヌーヴォ 2012
■販売価格：航空便

１ケース〜

＠1,280円

取引先のJSRトレーディング（株）が取り扱っている商品です。 http://www.jsrtr.com/goods/wine.html
お気に入りのワインがございましたら、酒楽亭または（株）石原商会までお気軽にお問い合わせください

商品のお問い合せ・ご注文はこちらへ

Tel/Fax : 03-3655-4373 E-mail : ishihara-syoukai@hotmail.co.jp
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Domaine Roux Pere et Fils

ニコラス・シーリング社／シャトー ･ド･シェナ

ドメーヌ・ルー・ペール･エ･フィス社

ニコラス・シーリング社／シャトー・ド・シェナが
お届けする 2012 年ヌーヴォ

名門ドメーヌ・ルー・ペール ･ エ ･フィス社より
自信を持ってご提供！

ニコラス・シーリング社／シャトー・

サン･トーバンの生産者では最大規模を

ド・シェナがお届けする2012年ヌーヴォ

有するドメーヌ。ブルゴーニュ地区にも

は、昨年同様天候に恵まれぶどうの生育も

36に及ぶアペラシオンを生産しています。

順調、ワンランク上のヴィラージュ・ヌー

現在の所有者はマルセル･ルーと彼の息子

ヴォにふさわしい品質をお届けできるとの

たちで経営しています。ブルゴーニュの

朗報が到着しました。きらめくようなワイ

造り手らしく、通常のヴィラージュ・ヌー

ンレッドの輝き、花のようにエレガントな

ヴォと一線を画した骨太でしっかりとした

アロマに豊かな果実味。少し冷やしていた

ボディに華やかなでフルーティな香り、豊

だくとより一層フレッシュでフルーティな

かな果実味のスペシャル・ヴィラージュ・

味わいをお楽しみいただけます。

ヌーヴォをお届けいたします。

■販売価格：航空便

■販売価格：航空便

＠1,580円
２ケース以上 ＠1,480円

＠1,850円
２ケース以上＠1,760円

１ケース

：船便
１ケース
２ケース以上

木

１ケース

■規
格：750ml ／ 12
■タ イ プ：赤／辛口／ライトボディ

＠850円
＠800円

■規
格：750ml ／ 12
■タ イ プ：赤／辛口／ライトボディ

Der Neue 2012
ドイツワイン新酒

デア・ノイエ 2012

☆クリスマスディナーに☆おせち料理に☆
和洋を問わずお料理との相性抜群の【デア･ノイエ】
おなじみドイツワインの一番絞りです。弊社取扱いのロマノス・ケラー
レイ社のドイツ・ワインは、高い品質とドイツワイン特有の優しい味わい
で幅広い層のワインファンに愛飲されております。 こちらの新酒デア・
ノイエはミュルートゥルガウ種主体の甘さを抑えた爽やかでフレッシュな
酸味が魅力的。フルーティ＆エレガントでクセがなく、お料理に合わせや
すく特に和食との相性は抜群です。よく冷やしてお召し上がりください。
年末年始のにぎやかな食卓の彩りにデア・ノイエを。

＠780円

■販売価格：
■規

格：750ml ／ 12

■タ イ プ：白／中辛口
■出荷予定：10月下旬〜 11月中旬予定
＊収穫時期によって多少変動することがございます。
取引先の（有）カツミ商会 http://www.katsumi-asc.co.jp/shop.html が取り扱っている商品です。
お気に入りのワインがございましたら、酒楽亭または（株）石原商会までお気軽にお問い合わせください。

商品のお問い合せ・ご注文はこちらへ

Tel/Fax : 03-3655-4373 E-mail : ishihara-syoukai@hotmail.co.jp
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CUSUMANO クズマーノ社（シチリア州）
クズマーノ社は、2000年に創業したばかりですが、その品質と
コストパフォーマンスの高さで非常に人気があるワイナリーで
す。 アルベルト（兄）とディエゴ（弟）
、2人の兄弟によって運
営される同社はシチリア全土に8箇所のブドウ畑を所有してい
ます。『シチリアは大陸である』という彼らは、それぞれの土
地のテロワールを生かしたブドウを栽培し、地ブドウには大き
な樽、外来品種には 小樽を用いるなど伝統を大切にしながらも
チャレンジし続ける、将来がますます楽しみなワイナリーです。

Novembre Sicilia IGT
ノヴェンブレ シチリア (赤) IGT

◆ブドウ品種：ネロ・ダヴォラ70％、メルロー 30％
紫がかった濃いルビーレッド。木いちごやラズベリーなどの
リッチで芳醇な香り。地中海に浮かぶシチリア島で生産される
このノヴェッロは、南イタリアの太陽と熟したブドウを連想さ
せる強く厚みのある味わいを持っています。彗星のごとくシチ
リアワイン界に現れたクズマーノ兄弟の技が感じられます。ノ
ヴェンブレとは、11 月という意味。
2,300円 750ml ／ケース6本入

GAROFOLI ガロフォリ社（マルケ州）
ガロフォリ社がこの地でワイン造りとその販売を始めたのは1871年。現オーナーのカルロとジョアッキーノ兄弟は、４代目とし
てその歴史と伝統を尊び守りながら、ブドウにプラスとなる最新の技術や設備を導入し更なる発展に努めています。ガロフォリ
社はマルケ州の固有品種でイタリアを代表するブドウであるヴェルディッキオ種、モンテプルチアーノ種を中心に栽培し醸造し
ており、この土地で生まれ、この気候と土壌で育まれてきたこれらの品種をこよなく愛して 信じ、余計なものや無理な力を加え
ることなく、最大限にその力を引き出し素晴らしいワインを造り続けていきます。

Novello Marche IGT

Vi Novo Marche

◆ブドウ品種：モンテプルチアーノ種
マルケ州モンテ・コーネロの周辺の丘で生産される上質で選び
抜かれたブドウのみを使用しました。フレッシュで香り高く果
実味たっぷりに仕上がっています。スミレ色がかったルビー
レッド色、熟したワイルドベリーの華やかで開放的なテイスト
です。ティニとはラベルにも描かれているような昔懐かしい上
方開放式の樽を意味するマルケ州の方言です。
2,100円 750ml ／ケース6本入

◆ブドウ品種：ヴェルディッキオ種、トレッビアーノ種
マルケ州イエージ村周辺の青い海と澄んだ空のもと緑豊かなブ
ドウ園で健康的に育ったブドウのみを早めに収穫しワインにし
ました。ヴェルディッキオ特有のアロマがトレッビアーノの爽
やかさと交じり合いフレッシュなワインとなって見事にテロ
ワールを表現しています。ヴィ・ノーヴォとはノヴェッロ酒を
意味するマルケ州の方言です。
2,100円 750ml ／ケース6本入

ノヴェッロ・マルケ (赤) IGT

ノヴェッロ

初搾り

オリーブオイル

ヴィ・ノーヴォ (白) IGT

2012

ピエトロ・コリチェッリ社（ウンブリア州）

アルドイノ社（リグーリア州）

ウンブリア州スポレートに広大なオリーブ畑と最新設備を備えた
工場を持つピエトロ・コリチェッリ社。中部イタリアらしい濃い
色と濃厚な味わいを持ったオリーブオイルを産出しています。

アルドイノ社の創立は1870年。高品質なオリーブ製品とオリー
ブオイルのメーカーとして古くからリグーリア州インペリアに
拠点をおき、小規模ながらその名前は世界中に知られています。

■ノヴェッロ エキストラヴァージン オリーブオイル
ノチェラーラ、コラティーナ、オリアローラ種のオリーブを使
用。粉砕機ですり潰し自然ろ過遠心分離機によってオイルを抽
出。強くフルーティな香りと熟したオリーブの味わいが感じら
れる搾りたてのノヴェッロオイル。

■エキストラヴァージン オリーブオイル
フルット・ディ・アウトゥンノ
ノチェラーラ種、レッチーノ種、ビアンコリーナ種、オリアロー
ラ種のオリーブを使用。?色のエキストラ・ヴァージンオリー
ブオイル「フルクトゥス」でおなじみアルドイノ社よりノヴェッ
ロ・オイルが発売されました。収穫後24 時間以内に搾油・瓶
詰めし、空輸にてお届けいたします。絞りたてのフレッシュな
オリーブ・オイル“フルット・ディ・アウトゥンノ”（＝秋の実り）
をぜひお楽しみ下さい！

3,200円（1000ml）ケース12本
1,800円（500ml）ケース12本

3,200円（500ml）ケース6本
取引先の（有）フードライナー http://www.foodliner.co.jp が取り扱っている商品です。
お気に入りのワインがございましたら、酒楽亭または（株）石原商会までお気軽にお問い合わせください。

商品のお問い合せ・ご注文はこちらへ

Tel/Fax : 03-3655-4373 E-mail : ishihara-syoukai@hotmail.co.jp

