
　
　

商品名
リンデマンズ　カワラ

シャルドネ　白

受賞ヴィンテージ 2020

現行出荷ヴィンテージ 2020

産地・格付 サウス･イｰスタン･オーストラリア

品種 シャルドネ主体

味わいタイプ 辛口

容量/入数 750ml/6

JANコード 4901592925732

希望小売価格（税別） ¥1,000

商品コメント

熟したトロピカルフルーツと
ピーチやネクタリン、プラム
のような果実味が心地よく、
スパイスの効いたオークの
ニュアンスと柔らかくクリー
ミーな後味が特長のワイン
です。

商品イメージ
日本初の女性審査員のみで決定する、第9回「SAKURAワインアワード」の審査会が

4月4日（東京）・4月13日（大阪）にて行われ、

世界25か国の4,652アイテムの中から、弊社取扱商品が以下の通り受賞致しました。

これらの受賞ワインは、女性の価値基準にそった高品質ワインの証であり、

ワイン市場を牽引する女性消費者の購買の確かな指標となると期待されております。

ダイヤモンドトロフィー受賞ワイン
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商品名
ＫＷＶ

カセドラル・セラー
シラーズ　赤

ＫＷＶ
カセドラル・セラー
　シャルドネ　白

ＫＷＶ
クラシック・コレクション

シャルドネ　白

　
ルーデバーグ　白

ＫＷＶ
 ボン・エスペランス　白

受賞ヴィンテージ 2019 2020 2021 2020 N.V

現行出荷ヴィンテージ 2018 2020 2020 2019 N.V

産地・格付 南アフリカ・WOウェスタンケープ 南アフリカ・WOウェスタンケープ 南アフリカ・WOウェスタンケープ 南アフリカ・WOウェスタンケープ 南アフリカ・WOウェスタンケープ

品種 シラーズ シャルドネ シャルドネ
ソーヴィニヨン・ブラン、シャ
ルドネ、シュナン・ブラン他

シュナン・ブラン、コロンバー
ル

味わいタイプ フルボディ 辛口 辛口 辛口 やや辛口

容量/入数 750ml/6 750ml/6 750ml/12 750ml/12 750ml/12

JANコード 4901592884077 4901592751515 4901592750068 4901592884770 6002323013037

希望小売価格（税別） ¥2,500 ¥2,500 ¥1,100 ¥1,710 ¥710

商品コメント

シラーズ種100％ながら複数の
異なるテロワールを持つブドウ
をブレンドさせる事により香りや
味わいに奥行きと深み、複雑性
をもたらせています。18ヶ月間、
アメリカ産・フランス産オーク樽
で熟成されます。それらを造り
手が巧みにブレンドして瓶詰め
されます。木苺のような香りとス
パイシーな風味のワインです。

9ヶ月間、フランス産オーク樽で
熟成されます。輝く黄金色、豊
かなフレーバー、力強くコクのあ
る味わいで、ワインに対する造
り手の愛情が伝わります。

ふくよかな口当たりが印象的
で、ボリューム感のある味わい
となっています。シャルドネ種の
特徴を存分に活かし、果実味と
しっかりとした酸味の調和が素
晴らしいワインです。

ルーデバーグ白の特長は、
セラーマスターの魂のこもっ
た巧みなブレンドにありま
す。トロピカルフルーツや黄
桃を想わせる香り、オーク樽
熟成に特徴的なバニラや
アーモンドのほのかなニュ
アンスも感じられます。

グアバなど南国フルーツの
ニュアンスの飲みやすい白
ワイン。口当たりはほのか
に甘く、フィニッシュはキレの
ある辛口です。

商品イメージ

ダブルゴールド受賞ワイン
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商品名
パスクア　オーガニック

ネーロ・ダヴォラ・
シラーズ　シチリア

ファミリア・パスクア
パッシメント　ロッソ

ジャカール
モザイク・ブリュット　白

ライマット
クラモール　オーガニック

ティント　赤

受賞ヴィンテージ 2020 2019 N.V. 2018

現行出荷ヴィンテージ 2020 2019 N.V. 2018

産地・格付 イタリア シチリア州　D.O.C. イタリア　ヴェネト州　I.G.T. フランス　シャンパーニュ スペイン・DOコステルス・デル・セ
グレ

品種 ネーロ・ダヴォラ、シラーズ
メルロー40％、コルヴィーナ

30％、クロアチーナ30％
シャルドネ、ピノ・ノワール、

ピノ・ムニエ

カベルネ・ソーヴィニヨン、テ
ンプラニーリョ、メルロー、シ

ラー

味わいタイプ フルボディ フルボディ 辛口

容量/入数 750ml/12 750ml/6 750ml/6 750ml/6

JANコード 8007880214802 4901592905536
4901592886781
4901592907646

8410013021282

希望小売価格（税別） ¥1,300 ¥2,300 ¥6,500 ¥1,210

商品コメント

シチリアの西部、トラパニ県のブ
ドウを主に使用しています。土
壌は石灰質及び粘土質。15-20
日間それぞれのブドウをマセラ
シオンした後でブレンドし、ステ
ンレスタンクにて3-4ヶ月熟成さ
せます。ブラックベリー、プラム
のアロマが印象的で、ほのかに
スパイスのニュアンスも感じられ
ます。ソフトなタンニンと力強い
骨格のあるオーガニックワイン
です。

色は濃いルビー色。プラムやベ
リー系の香りと共に、スパイスや
バニラの風味が感じられます。
柔らかいタンニンとバランスのと
れた味わいが見事です。余韻も
長く続きます。

シャルドネ由来のフィネスと
ピノ・ノワール由来のフルー
ティーさが絶妙にバランスの
とれたシャンパーニュ・ブ
リュット。新鮮で黄金色の色
合い。心地よく、洋梨を想わ
せるフルーティーなブーケが
特長。口あたりは、パワフル
なアタックでありながらもエ
レガントな味わいが魅力で
す。3年以上瓶内熟成。

赤黒系果実のアロマにアニ
ス、チョコレート、煎ったコー
ヒーの香り。シルキーな舌
触りでエレガントな余韻が長
く続きます。マイルドで甘や
かなタンニンがフレッシュな
口当たりと相まった、親しみ
やすい味わいのオーガニッ
クワインです。

商品イメージ

ダブルゴールド受賞ワイン
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商品名 ヴィーニャ・カサ・シルヴァ
コレクション　シャルドネ

ＫＷＶ　メントーズ
オーケストラ　赤

ＫＷＶ　メントーズ
プティ・ヴェルド　赤

（バイオ―ダー商品として入
荷予定）

ＫＷＶ
カセドラル・セラー

カベルネ・ソーヴィニヨン
赤

アンデシータ
カベルネ・ソーヴィニヨン赤

受賞ヴィンテージ 2021 2018 2019 2019 2021

現行出荷ヴィンテージ 2021 2017 - 2019 2020

産地・格付 チリ　DO.コルチャグア・ヴァレー 南アフリカ・WOウェスタンケープ
南アフリカ　W.O.ステレンボッ

シュ
南アフリカ・WOウェスタンケープ チリ　DO.セントラル・ヴァレー

品種 シャルドネ
カベルネ・ソーヴィニョン、メ
ルロー、カベルネ・フラン、マ

ルベック他
プティ・ヴェルド カベルネ・ソーヴィニヨン カベルネ・ソーヴィニヨン

味わいタイプ 辛口 フルボディ フルボディ フルボディ フルボディ

容量/入数 750ml/12 750ml/6 750ml/6 750ml/6 750ml/12

JANコード 4901592915894 6002323009221 未定 4901592751522 4901592915856

希望小売価格（税別） ¥1,100 ¥3,800 ¥3,490 ¥2,500 ¥710

商品コメント

手摘みで収穫されたブドウ
はステンレスタンクで低温発
酵され、フレッシュでフルー
ティーなアロマが生まれま
す。口当たりは爽やか、良く
熟した桃やパイナップル、バ
ナナの香り。果実味豊かな
味わいとキレのある酸味の
バランスに優れているワイ
ンです。

ダークチョコレートやユーカ
リ、ラズベリーの香り、プラ
ムのニュアンスで、スミレや
シガーなども感じます。良く
収斂されたタンニンと緻密な
構成が心地良くシルキーで
す。

深いルビー色、豊かな果実
味が凝縮され、クランベリー
や花の香り、甘いスパイス
にブラックオリーブとアニス
が続きます。味わいはリッチ
でジューシー、プラムやダー
クチェリーの果実味が広が
ります。しっかりとしたタンニ
ンが下支えし、長く心地よい
フィニッシュのワインです。

深く濃い赤紫色、ブラックベ
リーや、ダークチェリー、シ
ナモン、アニス、タバコの
葉、ほのかなシダの杉も感
じられます。口あたりはリッ
チで滑らか、甘い果実味が
前面に出ています。柔らか
いタンニンは緻密に構成さ
れており長く心地よいフィ
ニッシュのワインです。

熟したカシス、ブラックベ
リーなど赤系果実の香りに、
ほのかなスパイスと甘い
ジャムのニュアンスが複雑
に混ざり合います。豊富な
果実味と共にしっかりとした
骨格を持ち、長く心地よい余
韻が続きます。

商品イメージ

ゴールド受賞ワイン
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商品名
ＫＷＶ

クラシック・コレクション
シュナン・ブラン　白

ルーデバーグ　赤
ルイ･ベルナール

　コート･デュ･ローヌ　赤

パスクア　オーガニック
シャルドネ・グリッロ

シチリア　白

ジャン・ルイ
ブラン・ド・ブラン・

ブリュット　白

受賞ヴィンテージ 2020 2020 ２０２０ 2019 N.V.

現行出荷ヴィンテージ 2020 2019 2019 2019 N.V.

産地・格付 南アフリカ・WOウェスタンケープ 南アフリカ・WOウェスタンケープ フランス　コート･デュ･ローヌAC イタリア・DOＣシチリア フランス

品種 シュナン・ブラン
カベルネ・ソーヴィニヨン、シ
ラーズ、プティ・ヴェルド、タ

ナ他
グルナッシュ、シラー シャルドネ、グリッロ

アイレン、ユニ・ブラン、コロ
ンバール、ドゥレッロ、シャル

ドネ他

味わいタイプ やや辛口 フルボディ ミディアムボディ 辛口 辛口

容量/入数 750ml/12 750ml/12 750ml/12 750ml/12 750ml/12

JANコード 4901592750310 4901592751812 4901592871428 8007880214604 4901592750082

希望小売価格（税別） ¥1,100 ¥1,710 ¥1,600 ¥1,300 ¥1,600

商品コメント

南アフリカ共和国では最もポ
ピュラーなブドウ品種であるシュ
ナン・ブランから造られます。透
明がかった淡い麦わら色、カリ
ンとメロンのニュアンスのある香
り、口に含むとライムを想わせる
ような微かな酸味を豊富な果実
味が優しく包みこんでいます。
すっきりとした飲み心地のワイン
です。

フレッシュで力強いラズベリーや
ダークチェリーなど果実の豊か
な香りが広がり、やがて樽熟成
によるスパイシーな香りが続き
ます。口あたりは滑らかで、力
強い濃縮感、ボリューム感のあ
る味わいが非常に心地よいで
す。

南フランスの太陽の恵みを
存分に受けて育まれたブド
ウから造ったワインは、完熟
した果実の風味と滑らかな
口あたり、豊潤で程よいコク
のあるワインに仕上がって
います。

色は輝きのある麦わら色。
シトラスやグレープフルーツ
等、柑橘系の香りと熟した
桃やアーモンドのニュアンス
が感じられます。しっかりと
した酸味と豊富な果実味が
心地よく感じられるオーガ
ニックワインです。

ステンレスタンクにて行われ
る2次発酵は、徹底された温
度管理の下でブドウのもつ
アロマを最大限に活かすべ
く、低温に保たれたまま細心
の注意を払って行われま
す。繊細な泡立ちで、際立
つ果実香とトーストのニュア
ンスが感じられ、爽やかな
のど越しをお楽しみ頂けま
す。

商品イメージ

ゴールド受賞ワイン
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商品名
ＫＷＶ

ケープ・ルージュ 赤
ＫＷＶ

ケープ・ブラン　白
KWV

キュヴェ・ブリュット　白
ＫＷＶ

コンコルディア　赤
ＫＷＶ

コンコルディア　白

受賞ヴィンテージ N.V. N.V. N.V. N.V. N.V.

現行出荷ヴィンテージ N.V. N.V. N.V. N.V. N.V.

産地・格付 南アフリカ・WOウェスタンケープ 南アフリカ・WOウェスタンケープ 南アフリカ・WOウェスタンケープ 南アフリカ・WOウェスタンケープ 南アフリカ・WOウェスタンケープ

品種
カベルネ・ソーヴィニヨン、シ
ラーズ、メルロー、ピノター

ジュ

シュナン･ブラン、
マスカット・アレキサンダー

シュナン・ブラン
カベルネ・ソーヴィニョン、シ
ラーズ、メルロー、ピノター

ジュ他

シュナン・ブラン、コロンバー
ル、ハネプート

味わいタイプ ライトボディ やや辛口 辛口 ライトボディ やや辛口

容量/入数 750ml/12 750ml/12 750ml/12 750ml/12 750ml/12

JANコード 4901592750396 4901592750402 4901592750389 4901592924315 4901592924322

希望小売価格（税別） ¥850 ¥850 ¥1,200 ¥710 ¥710

商品コメント

南アフリカ・ワインの入門版
として多くのお客様からご好
評を頂いています。フルー
ティーな香りとスッキリとした
果実味、のど越しもなめらか
な気軽に楽しめるワインで
す。

ライチやマスカットの優しくフ
ルーティーな香りが心地よ
く、アフターテイストにほの
かな甘味を感じます。とても
飲みやすく、飲み応えもある
白ワインです。

スッキリとした酸味とフレッ
シュな果実味が特徴的で、
繊細で永続的な泡立ちも見
事です。コスト・パフォーマン
スの高い辛口のスパークリ
ング・ワインです。

さくらんぼやベリーなど赤系
果実のアロマ。カシスや
ダークチョコレート、バニラ
や甘いスパイスの香りも感
じます。生き生きとした酸味
と果実味のバランスが心地
よい味わいです。軽く冷やし
てもお楽しみ頂けます。

フレッシュなリンゴの香り、
口に含むとトロピカルフルー
ツや柑橘系のニュアンスが
感じられます。スッキリとし
た酸味とほのかな甘みのバ
ランスが心地よく、爽やかで
キレのある後味をお楽しみ
頂けます。

商品イメージ

ゴールド受賞ワイン
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商品名
ローズマウント ブレンド
シラーズ・カベルネ　赤

ジャカール
エキストラ・ブリュット 白

チェッキ
ヴィノ・ノービレ・ディ・

モンテプルチアーノ　赤

ピエール・ポネル
ボジョレー・ヴィラージュ　赤

ピエール・ポネル
　マコン・ヴィラージュ

受賞ヴィンテージ 2019 N.V. 2017 2020 2020

現行出荷ヴィンテージ 2018 N.V. 2016 2020 2019

産地・格付 サウス･イｰスタン･オーストラリア フランス　シャンパーニュ イタリア　トスカーナ州　D.O.C.G. フランス　ボジョレー・ヴィラージュＡＣ フランス　マコン・ヴィラージュＡＣ

品種
シラーズ、カベルネ・ソー

ヴィニヨン
シャルドネ、ピノ・ノワール、

ピノ・ムニエ
サンジョヴェーゼ90％

　その他10％
ガメイ シャルドネ

味わいタイプ フルボディ 極辛口 ミディアムボディ ライトボディ 辛口

容量/入数 750ml/6 750ml/6 750ml/6 750ml/12 750ml/12

JANコード 4901592914187 4901592907738 8006030060016 4901592753144 4901592753137

希望小売価格（税別） ¥1,110 ¥10,000 ¥3,500 ¥1,910 ¥2,410

商品コメント

紫がかったダークチェリー
レッド色。プラム、ブラックベ
リー、ブルーベリーの豊かな
果実、フレッシュなミントや
ハーブの香りのおすすめの
赤ワインです。

必要最小限のドサージュ
（4g/ℓ以下）から引き出され
る純度の高い果実本来の香
りと味わい。アカシアを想わ
せる白い花、石灰、カリンの
ジャム、ブリオッシュ、トース
トの香り。味わいはドライで
クリスピー。長い熟成期間
（5年以上）から生まれる複
雑さと果実のフレッシュさの
バランスが絶妙です。

鮮やかなルビーレッドで、熟
成が進むにつれガーネット
へと変化していきます。「高
貴なワイン」の名をもつトス
カーナを代表するワインで、
赤系果実やエレガントなスミ
レのアロマに心地よいタンニ
ンがバランスよく調和してい
ます。

ブルゴーニュの南端に位置
し、南北に55km、幅は15km
前後に及ぶ広さのボジョ
レーの村々の内、39ヶ村で
造られるボジョレーは個々
の村名を名乗らず、ボジョ
レー・ヴィラージュの名で呼
ばれます。果実味に溢れ、
フルーティーながらもしっか
りとした味わいを楽しめま
す。

マコン市を中心とする6，
000ha以上に広がる葡萄栽
培地区の内、特定の村の白
ワインのみがマコン・ヴイ
ラージュを名乗れます。使
用品種はシャルドネ。新鮮
かつフルーティー、軽い酸味
を包み込むような柔らかい
果実味が大きな特長で、切
れ味の良く後味がすっきりと
した味わいです。

商品イメージ

ゴールド受賞ワイン
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商品名
ピエール・ポネル

クレマン・ド・ブルゴーニュ
ブリュット　ロゼ

ＫＷＶ
クラシック・コレクション

ピノタージュ　赤

デ・ローチ　ＯＦＳ
ロシアン・リヴァー・ヴァレー

ピノ・ノワール　赤

デ・ローチ
シャルドネ　白

ライマット　クラモール
オーガニック　ブランコ　白

受賞ヴィンテージ N.V. 2021 2019 2016 2020

現行出荷ヴィンテージ N.V. 2021 2019 2016 2019

産地・格付 フランス/クレマン・ド・ブルゴーニュAC 南アフリカ・WOウェスタンケープ アメリカ　カリフォルニア州　ロシアン・リヴァー・ヴァレー　AVA　　 アメリカ　カリフォルニア州 スペイン　カタルーニャ州　D.O.コステルス・デル・セグレ

品種 ピノ・ノワール、ガメイ ピノタージュ ピノ・ノワール シャルドネ シャルドネ、チャレロ

味わいタイプ 辛口 フルボディ フルボディ 辛口 辛口

容量/入数 750ml/12 750ml/12 750ml/12 750ml/12 750ml/6

JANコード 4901592882004 4901592750358 4901592902368 4901592902351 8410013021305

希望小売価格（税別） ¥3,300 ¥1,100 ¥6,000 ¥6,000 ¥1,210

商品コメント

クレマン・ド・ブルゴーニュ
AC。トラディショナル製法に
て時間をかけて醸造されま
す。瓶詰め後は最低9ヶ月
～12ヶ月間を熟成期間にあ
てています。淡いピンク色
で、決め細やかな泡とすっ
きりとした辛口の味わいが
特長です。食前から食事に
あわせて幅広くお楽しみい
ただけます。

ピノタージュはピノ・ノワール
とサンソーとの交配によって
１９２５年に産まれた南アフ
リカ特有のブドウ品種です。
ピノ・ノワールの優雅で溢れ
んばかりの果実味、サン
ソーのたくましさという特徴
を兼ね備えています。

熟したベリー系の香りから
味わうにつれて、ラズベリー
やダークチェリー、オレンジ
ピールに、わずかなクローブ
のフレーバーが続きます。ミ
ネラル感や甘い樽香に支え
られ、絹のような質感と複雑
性をお楽しみいただけます。

クリーミーなバニラのニュア
ンスが、パパイヤ、マンゴー
などのトロピカルフルーツの
フレーバーと非常によくバラ
ンスが取れています。クリー
ンでフレッシュな余韻をお楽
しみ頂けます。

ライムなどの柑橘類、ネクタ
リン、グレープフルーツやマ
ンゴーなどの南国フルーツ
の香り。フレッシュな酸と甘
みの完璧なバランス。エレガ
ントで溌剌としたネクタリン
の風味が広がり、トロピカル
な余韻が続きます。

商品イメージ

ゴールド受賞ワイン
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容量/入数
受賞

ヴィンテージ
希望小売価格

（税抜）
JANコード

750ml/12 2021 ¥1,100 4901592915870

750ml/6 2020 ¥1,200 4901592925695

750ml/6 N.V. ¥1,200 4901592925688

750ml/6 2020 ¥1,200 4901592925718

750ml/12 N.V. ¥3,000 4901592881991

750ml/12 2017 ¥2,400 4901592922717

750ml/12
2021

現行出荷ヴィンテージ：2020
¥1,100 4901592750044

ピエール・ポネル
クレマン・ド・ブルゴーニュ　ブリュット

デ・ローチ　ロゼ　

KWV　クラシック・コレクション
カベルネ・ソーヴィニヨン　赤

商品名

ヴィーニャ・カサ・シルヴァ　コレクション
カベルネ・ソーヴィニヨン　赤

リンデマンズ　ビン45
カベルネ・ソーヴィニヨン　赤

リンデマンズ　ビン25
スパークリング・ブリュット・キュヴェ　白

リンデマンズ　ビン95　ソーヴィニヨン・ブラン　白

シルバー受賞ワイン
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