ワインコンプレックス TAKAMATSU 2018

9 パシフィック洋行 株式会社

出展ブースのみどころはここ！

会社紹介
イタリアを中心に、フランス、チ
リなどから生産者の顔が見える中規模から
小規模の造り手によるワインを取り扱って
います。ワイナリーの方々と実際にふれあ
い、現地を自分たちの目で確かめ、お互いに
信頼できる関係性を築いています。

専門性の高いインポーターが集うワインコンプレックスの試飲会。
そこで今回は、インポーター各社のご紹介や今回のブースのみどころ、注目アイテムを一覧にまとめました。

今回のイチオシ

インポーターが惚れ込んだ世界各地の実力ワインを体験できる試飲会。コスパの高い美味しいワインを見つけるもよし。
まだあまり知られていない第三世界の掘り出しワインを見つけるもよし。個性溢れる醸造家のワイナリーと出会える醍醐味も。
いろんな見方が一度の試飲会でできるのが魅力です。この一覧表を貴店の新たな商品ラインナップ作りに是非お役立てください。

1 ユーロアジアトレーディング 株式会社
ルーマニアワイン専門で約130種
類を輸入しています。珍しい土着品種も含め、
様々なシーンで飲めるワインが多数あります。
現地メーカーを訪問し直接輸入をしているので、
コスパ良くリーズナブルな価格でお届け出来ま
すし、
必要な情報もタイムリーに手に入ります。
会社紹介

今回のイチオシ

これからの時期にピッタ
リのミネラル感と、フレッシュさを感じさ
せる白ワインをご紹介します。ルーマニア
のトランシルバニア地方の
「白ワインの聖
地」と呼ばれるエリアのワインを中心にご
案内します。
ブースのみどころ

Mysterium TR / SB（ミステリウム トラミネールロズ＋ソーヴィニョンブラン）／2,500円
シリーズ名の表す通り「ワインのミステリー」を飲み解きながら楽しんで頂くワインです。
ブレンド比率は非公開、ブドウの複雑さ、ネーミング、ラベルが一体となったワインです。
世界のデザインコンクールで金賞受賞のラベルも必見です。

2 株式会社 スコルニ・ワイン
スペインワイン専門商社です。ス
ペイン全土35社のワイナリーと取引き。生
産者と会い、人柄、想いを確認しお付き合い
しております。 スペイン国内、船、国内倉庫、
配送に至るまですべて定温管理してお届け
します。
今回のイチオシ

日本人初！現地イタリアで最優
秀ソムリエを2度受賞した林基就が厳選す
会社紹介

るハイクオリティーなイタリア、スロヴェ
ニアワインを取り扱っています。

今回のイチオシ

参考価格（税抜）

会社紹介

5 株式会社 Vino Hayashi

「現地と変わらぬ味わい」
が拘りのひとつです。
レストラン、バル、
ご家
庭の食卓でお客様の
『おいしい！』
の笑顔があ
ふれるようなワインをお届けできるよう努め
ております。
ブースのみどころ

6 布袋ワインズ 株式会社
カリフォルニアワインにフォー
カスしているインポーターです。カリフォ
ルニア生まれのオーナー キャンベルが現地
の人脈を駆使し、高品質で適正な価格で楽
しめるワインを追求し取り扱っております。

ブースのみどころ

価格帯を中心に、
高級産地ナパ・ヴァレーの
中でもコストパフォーマンスに優れたワイン
を出展。
多様性に富むカリフォルニアワイン
をお愉しみ下さい。

「愛媛出身だから」という理由で、
四国エリアを任された入社3年目が営業担
当です。小さな会社ならではの 少量生産で
も質の高いワインを造る生産者 にフォー
カスした商品を多数取り扱っています。
会社紹介

15
四国初登場！ を多数ご
紹介しています。
王道のブルゴーニュやシャ
ンパーニュの他、
珍しいイスラエル産ワイン、
ケビン・コスナーが愛飲してやまないワイン
など、
お客様へ紹介しやすいワインをセレク
トしました。
ブースのみどころ

小規模生産者は通常ロゼ用の赤ワインは買ってブレンドする方が多いのですが、ダミアンは自分自身でピノ・ノワー
ルを造っています。畑はお爺様の代から引継いでおり、フードルを使って良年のブドウ果汁のみを 継ぎ足して造るソ
レラシステムで造っています。シャルドネの果汁にピノを5%だけ加えて造るロゼシャンパーニュはサーモンピンクに
輝き、
優しくエレガントな味わいです。これから初夏にかけて一押しの商品です。

GRN 株式会社

オーストラリア、ニュージーラン
ドを中心にパフォーマンスが高く、気軽に
楽しめるワインからこだわり抜いたプレミ
アムなアイテムまで取り揃え、自社倉庫で
徹底した管理を行っております。
会社紹介

16 東洋佐々木ガラス 株式会社
弊社取り扱いの中でも特
に引き合いの多いワイナリー5社を出品して
おります。
国内外のコンペで高い受賞歴や業
態問わず使い易いアイテムなど…。
是非お立
ち寄り下さい。
ブースのみどころ

造り手さんの職人としての「腕」
「ポリシー」に基づくワインは、彼･彼女ら

の個性がキラリとワイン造りにあらわれますが、その個性が突出することなく、全
体としてバランス良く包みこまれている…。そういったワインはエレガンスさがあ
り、香り・味わい・酸味・旨みのバランスが非常に良くなります。伝統・クラシック
を土台に、プラス造り手さんの情熱・エスプリが彩られた「流行り廃りに左右され
ない」
「本物のワイン」を追求いたします。
、

今回のイチオシ

4 マルカイコーポレーション 株式会社 ワイン課
今年で設立されて丸4年になる、
ワインインポーターになります。少数精鋭
で Quality & Stylish 〜感動できるワイ
ンを求め続けて〜をセクションの理念にお
き、
日々、
頑張って営業活動をしております。
会社紹介

今回のイチオシ

ワインは、
全ての営業がテ
イスティングをして選択されたアイテムばか
りです。
美味しいのは勿論のこと、
プロフェッ
ショナルの方々に、
十分納得頂ける価格設定
にもなっておりますので、
是非、
ご賞味を！！
ブースのみどころ

参考価格（税抜）

12 株式会社 アレグレス
ス ペ インワ イン17種 類、
ポルトガルワイン6種類の23種類を出展。価
格帯は1300円〜4800円までと実に幅広い
です。

make A smileをコンセプトに
世界の楽しくて美味しい商品をラインナッ
プ。みんなで楽しめるノンアルコール、ラ
シャスの本物果実だけで作ったフルーツス
パークリングなど、こだわりの商品をセレ
クト。
会社紹介

今回のイチオシ

参考価格（税抜）

会社紹介

本日の試飲用ワイングラスは、すべて
「RN-10236CS/1,500円」を使用しておりま
す。東洋佐々木ガラスの
「ファインクリスタル・イオンストロング」は、日本の食生
活を熟知した日本人デザイナーによる設計思想で創られた
「美しく使い易いデザイ
ン」と全面イオン強化加工を施すことにより、耐アルカリ性、耐傷性を飛躍的に向上
させた
「高い機能性」
を兼ねそなえた高品質なグラスウエアです。

参考価格
（税抜）

シャンボール・ミュジニーのコント・ド・ヴォギュエとのコラボで世界的に話題となって
いる生産者。
『ニュージーランドのシャンボール・ミュジニー』是非、お試し頂きたいワイン
です。

ブースのみどころ

参考価格
（税抜）

クロード・デュガの息子達が手掛けるネゴシアン部門で、近年メキメキと実力を上げていま
す。造り手のベルトラン・デュガ曰く「2002年のファースト・ビンテージから数えて最高
の出来となった2015年」ぜひお試しください。

カリフォルニアでは珍しい砂質土壌の為、フィロキセラを免れた樹齢100年を超える伝統的
な畑。熟度の高いブドウのリッチな風味と程良いスパイシーさによって飲み飽きしない独特
のスタイルがお薦めです。

スペインワインとポルトガルワ
イン専門インポーター。アイテム数は130
種、そのうちスペインワインが90％。特にス
ペインワインは、珍しい品種や産地(原産地
呼称）
なども拘って取り扱っています。

ブースのみどころ
東京で人気を博しているシャン
パーニュ・ダミアン・ウーゴ。
グランクリュ・シュイィ村
とクラマン村に畑を所有するシャルドネの生産者です。
1990年よりダミアン自らメゾンを立ち上げ、現在約7ha
の畑を所有。
この辺りはドンペリニョン、
クリスタル、
コン
ト・ド・シャンパーニュといったプレスティージシャン
パーニュに使用される有名メゾンの畑がひしめき合って
います。今回は高松でダミアン・ウーゴの名を広めるべく、
この生産者のみ自信を持ってご紹介します。

ダミアンが造るロゼ・シャンパーニュ（7,200円・8,200円）
を是非ご試飲ください！！

①見た目がキャッチ―、味わいも万能 ②フランスの巨匠3人がコンサルティングしたスー
パースパニッシュ。しっかりワイン ③毎年世界トップ100ワイナリーに選ばれ、飛びぬけ
てエレガントなモダンスペイン

7 株式会社 正光社

シャンパーニュの輸入と飲食店を
経営しています。小規模生産者のみを集めた
シャンパーニュを取り扱い、毎年生産者を訪れ
て、試飲を重ねた上で拘りのアイテムのみを輸
入しています。直営店は六本木に2店舗あり、
取り扱いシャンパーニュをグラスでご用意し
ております。

ジュヴレ・シャンベルタン2015 ラ・ジブリヨット／7,200円

ホームヴィンヤード ピノ・ノワール【プロフェッツ・ロック】
／5,900円

会社紹介

The Opener 株式会社

会社紹介

今回のイチオシ

参考価格
（税抜）

Cline Zinfandel Ancient Vines 2016／3,000円

3 有限会社 三幸蓮見商店

参考価格
（税抜）

①スイスワインの定番シャスラーがハイジを連想させるようなかわいいラベルで登場。②な
みなみに注いでも原価率はビール以下のスパークリングが登場！！

①モセンクレト・クリアンサ／2,000円 ②マルケス・デ・グリニョン カリーサ／2,500円
③パゴ・デ・ロス・カペジャーネス ロブレ／3,500円

会社紹介

松初上陸を記念しまして、
新規ご契約いただ
いた方に限り10% OFFさせて頂きます!

世界初となるノンアルコールのオーガニック認定ワインです。2017年にはノーベル賞の晩
餐会でもサービスされました。

今回のイチオシ

参考価格（税抜）

て味>価格な優れモノばかり。
さらに、
今回高

シャルドネ・スパークリング オーガニック（ノンアルコール）
／1,500円

11
上 代 価 格3,000円以 下 の

ブースのみどころ
なかなかのコストパ
フォーマンス!! 今回お持ちしたワインはすべ

① Uvavins Chasselas ウヴァヴァン シャスラー／2,680円 ② Pigalle Brut／1,230円、
Cielo Cuvee Privee Spumante／1,400円

今回のイチオシ

参考価格（税抜）

生花のバラの香りが瞬発的に感じます！
春は香り高いワインを提案します。

今回のイチオシ

参考価格（税抜）

何千種類もの中から選び
抜かれたハイクオリティーなワインを揃え
ています。
ワインの価値観が変わります。
ブースのみどころ

会社紹介
国際色豊か&個性豊かなスタッ
フが大集結！代表は陽気なスイス人♪自ら
各地に出向きワインを厳選、日本へ確かな
味と品質を届けて早や30年。スイスワイン
や珍しいものから12ヵ国のワインを取り
扱っています。

今回のイチオシ

参考価格
（税抜）

10 株式会社 ミレジム

Lacrima di Morro d'Alba DOC "Bastaro"
ラクリマ・ディ・モッロ・ダルバ バスタロ ／3,800円

会社紹介

ブースのみどころ
世界各国より春から夏に
ぴったりのワインを中心にセレクトしました。
料飲店様におかれましては、
グラスワインと
して即戦力となるラインナップとなっていま
す。

14 有限会社 アルコトレード・トラスト

17 株式会社 徳岡
プレミアムなノンア ル
コールスパークリング、ラシャスのシード
ル・ポワレなど小瓶サイズも充実！フランス
産ウィスキー、バルセロナのクラフトジンな
どユニークなハードリカー・スピリッツもご
用意しております。
ブースのみどころ

弊 社 は1983年 か ら の ワ イ ン の
輸入開始以降、現在ではヨーロッパ各国か
らチリ、オーストラリアなどお客様の多様
なご希望に寄り添うワインを取り揃えてい
ます。ワインを通じて生活に楽しみを届け
ていきます！
会社紹介

今回のイチオシ

参考価格
（税抜）

ブースのみどころ
イタリア、ドイツ、スペイ
ン、
オーストリア、
チリ、
オーストラリア、
フラ
ンス
（ボルドー、
ブルゴーニュ）
の7か国より、
弊社が自信を持ってご紹介する
「お値段以上
の魅力」
を感じて頂けるワインをセレクトし
ました。

参考価格
（税抜）

サンタカーナ・ブルット・ロサード／1,560円、カルデローナ・ロサード／1,400円

ルポルミエ ペピネルプチ（ノンアルコールスパークリング）
／440円

マインクラング ブルゲンラント 赤／1,800円

春におススメしたい辛口のロゼ泡とロゼです。

家族みんなで乾杯！おいしいノンアルコールスパークリングロゼ。林檎に花々をブレンドし
た華やかな味わい。アルコール0.00％でお子様から妊娠中、授乳中、お車の方までみなさん
でお楽しみいただけます。

オーストリアではワインが生活の一部となっていると言われまさにフードフレンドリー。こ
のワインはその象徴で爽やかかつフレッシュ、しかしながら完熟果実が溢れるジューシーさ
があり、どこか気の置けないワインです！

8

i-WINE HAPPINESS 株式会社

30代、40代 の 若 い 世 代 が オ ー
ナーで、ワインの質だけでなく、ラベル等の
外観など、各ワインが自分の作品というよ
うな強い拘りを持ってワインを造っている
小規模な家族経営のワイナリーをメインで
扱っています。
会社紹介

今回のイチオシ

家族経営の小規模なワイ
ナ リ ー な が ら、希 望 小 売 価 格1,500円 〜
2,500円位のコストパフォーマンスが高く、
ほど良い果実味に酸が綺麗に入っているよ
うなエレガントなタイプのワインを多く取
り揃えています。
ブースのみどころ

参考価格（税抜）

13 株式会社 日本グランド・シャンパーニュ
会社紹介

ワインだけではなく、ブランデー
やテキーラなどハードリカーも輸入してい
る、なんでも屋のインポーターです。

今回のイチオシ

ブースのみどころ

今回は、
オーストリアワイ
ンとスペインワインのメーカーの中から、
当
社イチ押しのメーカーのワインを出展してい
ます。

参考価格
（税抜）

18 株式会社 ダイセイワールド
会社紹介

よりわかりやすく、よりリーズナ
ブルに、よりよいワインを消費者に。
株式会社ダイセイワールドは楽しくなけれ
ば仕事じゃないをモットーに、真心と安心
感をスピーディーにお届けする流通ベン
チャー企業です。
今回のイチオシ

ブースのみどころ
お値打ちシャンパーニュ・
オススメカヴァ。ボルドー産金賞受賞ワイ
ン・低価格チリワイン他数点。
それらすべて
が高コストパフォーマンス。
エンドユーザー
様に更なる付加価値を提供できるワインを
取り揃えております。

参考価格
（税抜）

ザッカニーニ クリスタル・トゥイッグ モンテプルチアーノ・ダブルッツォ／ OPEN

ビーニャ・ソルサル・グラシアーノ／2,200円

フレッドロイマー グリューナーフェルトリーナー カンプタール／3,500円

イタリア産オーガニックワインシリーズ『Ｖinuva（ヴィヌーヴァ）
』
／1,500円・2,200円

小枝のワイン で、国内外で認知度が高い、トラルチェットに妹分が新たに登場!!
とてもフレンドリーで 食 にマッチしたワインは、小枝の彫刻入りのヴェネチア産ボトルに
て提供されます。

栽培が難しく歩留が悪いため、
100%で造られることが殆どないグラシアーノ100%の珍し
いワイン。珍しいだけでなく品種のポテンシャルを最大限に発揮しており、生産者のフラッ
グシップ的このワインは、
弊社でも大人気です。

オーストリア産の白ワインの中で、生産量が一番多い品種ですが、その中で、値段の手ごろ感
と、典型的なオーストリアらしさを表現していると感じることが出来ます。

赤・白・泡と構成された６本すべてが単一品種のオーガニックワイン。洗練されたボトルデ
ザインに、抜群のコストパフォーマンスを誇る味わいと価格。世界的ソムリエ田崎真也発行
雑誌にも掲載されたイチオシワイン。

ワインコンプレックス TAKAMATSU 2018

9 パシフィック洋行 株式会社

出展ブースのみどころはここ！

会社紹介
イタリアを中心に、フランス、チ
リなどから生産者の顔が見える中規模から
小規模の造り手によるワインを取り扱って
います。ワイナリーの方々と実際にふれあ
い、現地を自分たちの目で確かめ、お互いに
信頼できる関係性を築いています。

専門性の高いインポーターが集うワインコンプレックスの試飲会。
そこで今回は、インポーター各社のご紹介や今回のブースのみどころ、注目アイテムを一覧にまとめました。

今回のイチオシ

インポーターが惚れ込んだ世界各地の実力ワインを体験できる試飲会。コスパの高い美味しいワインを見つけるもよし。
まだあまり知られていない第三世界の掘り出しワインを見つけるもよし。個性溢れる醸造家のワイナリーと出会える醍醐味も。
いろんな見方が一度の試飲会でできるのが魅力です。この一覧表を貴店の新たな商品ラインナップ作りに是非お役立てください。

1 ユーロアジアトレーディング 株式会社
ルーマニアワイン専門で約130種
類を輸入しています。珍しい土着品種も含め、
様々なシーンで飲めるワインが多数あります。
現地メーカーを訪問し直接輸入をしているので、
コスパ良くリーズナブルな価格でお届け出来ま
すし、
必要な情報もタイムリーに手に入ります。
会社紹介

今回のイチオシ

これからの時期にピッタ
リのミネラル感と、フレッシュさを感じさ
せる白ワインをご紹介します。ルーマニア
のトランシルバニア地方の
「白ワインの聖
地」と呼ばれるエリアのワインを中心にご
案内します。
ブースのみどころ

Mysterium TR / SB（ミステリウム トラミネールロズ＋ソーヴィニョンブラン）／2,500円
シリーズ名の表す通り「ワインのミステリー」を飲み解きながら楽しんで頂くワインです。
ブレンド比率は非公開、ブドウの複雑さ、ネーミング、ラベルが一体となったワインです。
世界のデザインコンクールで金賞受賞のラベルも必見です。

2 株式会社 スコルニ・ワイン
スペインワイン専門商社です。ス
ペイン全土35社のワイナリーと取引き。生
産者と会い、人柄、想いを確認しお付き合い
しております。 スペイン国内、船、国内倉庫、
配送に至るまですべて定温管理してお届け
します。
今回のイチオシ

日本人初！現地イタリアで最優
秀ソムリエを2度受賞した林基就が厳選す
会社紹介

るハイクオリティーなイタリア、スロヴェ
ニアワインを取り扱っています。

今回のイチオシ

参考価格（税抜）

会社紹介

5 株式会社 Vino Hayashi

「現地と変わらぬ味わい」
が拘りのひとつです。
レストラン、バル、
ご家
庭の食卓でお客様の
『おいしい！』
の笑顔があ
ふれるようなワインをお届けできるよう努め
ております。
ブースのみどころ

6 布袋ワインズ 株式会社
カリフォルニアワインにフォー
カスしているインポーターです。カリフォ
ルニア生まれのオーナー キャンベルが現地
の人脈を駆使し、高品質で適正な価格で楽
しめるワインを追求し取り扱っております。

ブースのみどころ

価格帯を中心に、
高級産地ナパ・ヴァレーの
中でもコストパフォーマンスに優れたワイン
を出展。
多様性に富むカリフォルニアワイン
をお愉しみ下さい。

「愛媛出身だから」という理由で、
四国エリアを任された入社3年目が営業担
当です。小さな会社ならではの 少量生産で
も質の高いワインを造る生産者 にフォー
カスした商品を多数取り扱っています。
会社紹介

15
四国初登場！ を多数ご
紹介しています。
王道のブルゴーニュやシャ
ンパーニュの他、
珍しいイスラエル産ワイン、
ケビン・コスナーが愛飲してやまないワイン
など、
お客様へ紹介しやすいワインをセレク
トしました。
ブースのみどころ

小規模生産者は通常ロゼ用の赤ワインは買ってブレンドする方が多いのですが、ダミアンは自分自身でピノ・ノワー
ルを造っています。畑はお爺様の代から引継いでおり、フードルを使って良年のブドウ果汁のみを 継ぎ足して造るソ
レラシステムで造っています。シャルドネの果汁にピノを5%だけ加えて造るロゼシャンパーニュはサーモンピンクに
輝き、
優しくエレガントな味わいです。これから初夏にかけて一押しの商品です。

GRN 株式会社

オーストラリア、ニュージーラン
ドを中心にパフォーマンスが高く、気軽に
楽しめるワインからこだわり抜いたプレミ
アムなアイテムまで取り揃え、自社倉庫で
徹底した管理を行っております。
会社紹介

16 東洋佐々木ガラス 株式会社
弊社取り扱いの中でも特
に引き合いの多いワイナリー5社を出品して
おります。
国内外のコンペで高い受賞歴や業
態問わず使い易いアイテムなど…。
是非お立
ち寄り下さい。
ブースのみどころ

造り手さんの職人としての「腕」
「ポリシー」に基づくワインは、彼･彼女ら

の個性がキラリとワイン造りにあらわれますが、その個性が突出することなく、全
体としてバランス良く包みこまれている…。そういったワインはエレガンスさがあ
り、香り・味わい・酸味・旨みのバランスが非常に良くなります。伝統・クラシック
を土台に、プラス造り手さんの情熱・エスプリが彩られた「流行り廃りに左右され
ない」
「本物のワイン」を追求いたします。
、

今回のイチオシ

4 マルカイコーポレーション 株式会社 ワイン課
今年で設立されて丸4年になる、
ワインインポーターになります。少数精鋭
で Quality & Stylish 〜感動できるワイ
ンを求め続けて〜をセクションの理念にお
き、
日々、
頑張って営業活動をしております。
会社紹介

今回のイチオシ

ワインは、
全ての営業がテ
イスティングをして選択されたアイテムばか
りです。
美味しいのは勿論のこと、
プロフェッ
ショナルの方々に、
十分納得頂ける価格設定
にもなっておりますので、
是非、
ご賞味を！！
ブースのみどころ

参考価格（税抜）

12 株式会社 アレグレス
ス ペ インワ イン17種 類、
ポルトガルワイン6種類の23種類を出展。価
格帯は1300円〜4800円までと実に幅広い
です。

make A smileをコンセプトに
世界の楽しくて美味しい商品をラインナッ
プ。みんなで楽しめるノンアルコール、ラ
シャスの本物果実だけで作ったフルーツス
パークリングなど、こだわりの商品をセレ
クト。
会社紹介

今回のイチオシ

参考価格（税抜）

会社紹介

本日の試飲用ワイングラスは、すべて
「RN-10236CS/1,500円」を使用しておりま
す。東洋佐々木ガラスの
「ファインクリスタル・イオンストロング」は、日本の食生
活を熟知した日本人デザイナーによる設計思想で創られた
「美しく使い易いデザイ
ン」と全面イオン強化加工を施すことにより、耐アルカリ性、耐傷性を飛躍的に向上
させた
「高い機能性」
を兼ねそなえた高品質なグラスウエアです。

参考価格
（税抜）

シャンボール・ミュジニーのコント・ド・ヴォギュエとのコラボで世界的に話題となって
いる生産者。
『ニュージーランドのシャンボール・ミュジニー』是非、お試し頂きたいワイン
です。

ブースのみどころ

参考価格
（税抜）

クロード・デュガの息子達が手掛けるネゴシアン部門で、近年メキメキと実力を上げていま
す。造り手のベルトラン・デュガ曰く「2002年のファースト・ビンテージから数えて最高
の出来となった2015年」ぜひお試しください。

カリフォルニアでは珍しい砂質土壌の為、フィロキセラを免れた樹齢100年を超える伝統的
な畑。熟度の高いブドウのリッチな風味と程良いスパイシーさによって飲み飽きしない独特
のスタイルがお薦めです。

スペインワインとポルトガルワ
イン専門インポーター。アイテム数は130
種、そのうちスペインワインが90％。特にス
ペインワインは、珍しい品種や産地(原産地
呼称）
なども拘って取り扱っています。

ブースのみどころ
東京で人気を博しているシャン
パーニュ・ダミアン・ウーゴ。
グランクリュ・シュイィ村
とクラマン村に畑を所有するシャルドネの生産者です。
1990年よりダミアン自らメゾンを立ち上げ、現在約7ha
の畑を所有。
この辺りはドンペリニョン、
クリスタル、
コン
ト・ド・シャンパーニュといったプレスティージシャン
パーニュに使用される有名メゾンの畑がひしめき合って
います。今回は高松でダミアン・ウーゴの名を広めるべく、
この生産者のみ自信を持ってご紹介します。

ダミアンが造るロゼ・シャンパーニュ（7,200円・8,200円）
を是非ご試飲ください！！

①見た目がキャッチ―、味わいも万能 ②フランスの巨匠3人がコンサルティングしたスー
パースパニッシュ。しっかりワイン ③毎年世界トップ100ワイナリーに選ばれ、飛びぬけ
てエレガントなモダンスペイン

7 株式会社 正光社

シャンパーニュの輸入と飲食店を
経営しています。小規模生産者のみを集めた
シャンパーニュを取り扱い、毎年生産者を訪れ
て、試飲を重ねた上で拘りのアイテムのみを輸
入しています。直営店は六本木に2店舗あり、
取り扱いシャンパーニュをグラスでご用意し
ております。

ジュヴレ・シャンベルタン2015 ラ・ジブリヨット／7,200円

ホームヴィンヤード ピノ・ノワール【プロフェッツ・ロック】
／5,900円

会社紹介

The Opener 株式会社

会社紹介

今回のイチオシ

参考価格
（税抜）

Cline Zinfandel Ancient Vines 2016／3,000円

3 有限会社 三幸蓮見商店

参考価格
（税抜）

①スイスワインの定番シャスラーがハイジを連想させるようなかわいいラベルで登場。②な
みなみに注いでも原価率はビール以下のスパークリングが登場！！

①モセンクレト・クリアンサ／2,000円 ②マルケス・デ・グリニョン カリーサ／2,500円
③パゴ・デ・ロス・カペジャーネス ロブレ／3,500円

会社紹介

松初上陸を記念しまして、
新規ご契約いただ
いた方に限り10% OFFさせて頂きます!

世界初となるノンアルコールのオーガニック認定ワインです。2017年にはノーベル賞の晩
餐会でもサービスされました。

今回のイチオシ

参考価格（税抜）

て味>価格な優れモノばかり。
さらに、
今回高

シャルドネ・スパークリング オーガニック（ノンアルコール）
／1,500円

11
上 代 価 格3,000円以 下 の

ブースのみどころ
なかなかのコストパ
フォーマンス!! 今回お持ちしたワインはすべ

① Uvavins Chasselas ウヴァヴァン シャスラー／2,680円 ② Pigalle Brut／1,230円、
Cielo Cuvee Privee Spumante／1,400円

今回のイチオシ

参考価格（税抜）

生花のバラの香りが瞬発的に感じます！
春は香り高いワインを提案します。

今回のイチオシ

参考価格（税抜）

何千種類もの中から選び
抜かれたハイクオリティーなワインを揃え
ています。
ワインの価値観が変わります。
ブースのみどころ

会社紹介
国際色豊か&個性豊かなスタッ
フが大集結！代表は陽気なスイス人♪自ら
各地に出向きワインを厳選、日本へ確かな
味と品質を届けて早や30年。スイスワイン
や珍しいものから12ヵ国のワインを取り
扱っています。

今回のイチオシ

参考価格
（税抜）

10 株式会社 ミレジム

Lacrima di Morro d'Alba DOC "Bastaro"
ラクリマ・ディ・モッロ・ダルバ バスタロ ／3,800円

会社紹介

ブースのみどころ
世界各国より春から夏に
ぴったりのワインを中心にセレクトしました。
料飲店様におかれましては、
グラスワインと
して即戦力となるラインナップとなっていま
す。

14 有限会社 アルコトレード・トラスト

17 株式会社 徳岡
プレミアムなノンア ル
コールスパークリング、ラシャスのシード
ル・ポワレなど小瓶サイズも充実！フランス
産ウィスキー、バルセロナのクラフトジンな
どユニークなハードリカー・スピリッツもご
用意しております。
ブースのみどころ

弊 社 は1983年 か ら の ワ イ ン の
輸入開始以降、現在ではヨーロッパ各国か
らチリ、オーストラリアなどお客様の多様
なご希望に寄り添うワインを取り揃えてい
ます。ワインを通じて生活に楽しみを届け
ていきます！
会社紹介

今回のイチオシ

参考価格
（税抜）

ブースのみどころ
イタリア、ドイツ、スペイ
ン、
オーストリア、
チリ、
オーストラリア、
フラ
ンス
（ボルドー、
ブルゴーニュ）
の7か国より、
弊社が自信を持ってご紹介する
「お値段以上
の魅力」
を感じて頂けるワインをセレクトし
ました。

参考価格
（税抜）

サンタカーナ・ブルット・ロサード／1,560円、カルデローナ・ロサード／1,400円

ルポルミエ ペピネルプチ（ノンアルコールスパークリング）
／440円

マインクラング ブルゲンラント 赤／1,800円

春におススメしたい辛口のロゼ泡とロゼです。

家族みんなで乾杯！おいしいノンアルコールスパークリングロゼ。林檎に花々をブレンドし
た華やかな味わい。アルコール0.00％でお子様から妊娠中、授乳中、お車の方までみなさん
でお楽しみいただけます。

オーストリアではワインが生活の一部となっていると言われまさにフードフレンドリー。こ
のワインはその象徴で爽やかかつフレッシュ、しかしながら完熟果実が溢れるジューシーさ
があり、どこか気の置けないワインです！

8

i-WINE HAPPINESS 株式会社

30代、40代 の 若 い 世 代 が オ ー
ナーで、ワインの質だけでなく、ラベル等の
外観など、各ワインが自分の作品というよ
うな強い拘りを持ってワインを造っている
小規模な家族経営のワイナリーをメインで
扱っています。
会社紹介

今回のイチオシ

家族経営の小規模なワイ
ナ リ ー な が ら、希 望 小 売 価 格1,500円 〜
2,500円位のコストパフォーマンスが高く、
ほど良い果実味に酸が綺麗に入っているよ
うなエレガントなタイプのワインを多く取
り揃えています。
ブースのみどころ

参考価格（税抜）

13 株式会社 日本グランド・シャンパーニュ
会社紹介

ワインだけではなく、ブランデー
やテキーラなどハードリカーも輸入してい
る、なんでも屋のインポーターです。

今回のイチオシ

ブースのみどころ

今回は、
オーストリアワイ
ンとスペインワインのメーカーの中から、
当
社イチ押しのメーカーのワインを出展してい
ます。

参考価格
（税抜）

18 株式会社 ダイセイワールド
会社紹介

よりわかりやすく、よりリーズナ
ブルに、よりよいワインを消費者に。
株式会社ダイセイワールドは楽しくなけれ
ば仕事じゃないをモットーに、真心と安心
感をスピーディーにお届けする流通ベン
チャー企業です。
今回のイチオシ

ブースのみどころ
お値打ちシャンパーニュ・
オススメカヴァ。ボルドー産金賞受賞ワイ
ン・低価格チリワイン他数点。
それらすべて
が高コストパフォーマンス。
エンドユーザー
様に更なる付加価値を提供できるワインを
取り揃えております。

参考価格
（税抜）

ザッカニーニ クリスタル・トゥイッグ モンテプルチアーノ・ダブルッツォ／ OPEN

ビーニャ・ソルサル・グラシアーノ／2,200円

フレッドロイマー グリューナーフェルトリーナー カンプタール／3,500円

イタリア産オーガニックワインシリーズ『Ｖinuva（ヴィヌーヴァ）
』
／1,500円・2,200円

小枝のワイン で、国内外で認知度が高い、トラルチェットに妹分が新たに登場!!
とてもフレンドリーで 食 にマッチしたワインは、小枝の彫刻入りのヴェネチア産ボトルに
て提供されます。

栽培が難しく歩留が悪いため、
100%で造られることが殆どないグラシアーノ100%の珍し
いワイン。珍しいだけでなく品種のポテンシャルを最大限に発揮しており、生産者のフラッ
グシップ的このワインは、
弊社でも大人気です。

オーストリア産の白ワインの中で、生産量が一番多い品種ですが、その中で、値段の手ごろ感
と、典型的なオーストリアらしさを表現していると感じることが出来ます。

赤・白・泡と構成された６本すべてが単一品種のオーガニックワイン。洗練されたボトルデ
ザインに、抜群のコストパフォーマンスを誇る味わいと価格。世界的ソムリエ田崎真也発行
雑誌にも掲載されたイチオシワイン。
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19 株式会社 パラジャパン
スペインワイン専門として、味わ
いのみならずエチケットの美しさにもこだ
わり、ワイナリーと直接交渉し、徹底した品
質 管 理 と コ ス ト 削 減 に よ り、コ ス ト パ
フォーマンスの優れたワインをご提供しま
す。
会社紹介

今回のイチオシ

親しみやすく思わず手に
取ってみたくなるような美しいエチケット
かつコストパフォーマンスに優れたワイン
を取り揃えております。スペイン土着のブ
ドウをはじめ、料理との相性もご案内致し
ます。
ブースのみどころ

22 株式会社 未来堂
会社紹介

2016年末より活動のまだ新し

いインポーターです。フランス、イタリア、
スペインのワインを取り扱っています。商
品はカジュアルラインも含め全商品リー
ファーで輸入。コストパフォーマンスの良
い高品質なワインをお届けします。
今回のイチオシ

参考価格（税抜）

有機、受賞、珍しい品種な
どトピックスがあるワインを中心に、春〜
夏にかけてピッタリなワインをラインナッ
プ。使い易いお手頃な価格帯を取り揃えま
した。
ブースのみどころ

参考価格（税抜）

マリエッタ／1,750円

フェウド ディシーサ／チャラ カタラット インツォリア／1,780円

「マリエッタ」は2015年からサクラアワードに於いて3年連続 ダブルゴールド を受賞し
たモンスターワイン。高級白ブドウ品種アルバリーニョ種100％使用した世界唯一のセミセ
コタイプ。
どんなお料理にも最適です。

2016年のヴィニタリーにて2015VTが白ワインでNo.1を獲得。翌年も展示の2016VTが5

20 株式会社 ル ブルターニュ
会社紹介

弊社は、1996年創業の東京新宿区
神楽坂にございます、フランス・北西部のブル
ターニュ地方に特化したインポーターです。ブ
ルターニュといえば、なんといってもシードル
（りんごの微発泡酒）が有名です。20年以上に
わたり日本の皆様に本場の本物のシードルを
ご紹介しています。

今回のイチオシ

ブースのみどころ

シードルを飲み比べが出来
ます。シードルといっても、発酵具合や、りんご
のブレンドなどにより味わいが異なります。食
前酒におススメの中辛口、食事に合わせやすい
辛口、チーズやデザートに良く合う甘口など、
是非順番にお試しいただきたいと思います。

つ星を獲得と最高のコストパフォーマンスワイン。華やかな香りと豊かな酸、フルーティな
味わいです。

23 株式会社 ZILLION
日本では珍しいカリフォルニ
ア・ナパヴァレーのバックヴィンテージの
赤ワインを持っている会社です。
会社紹介

珍しいワインをお探しの
方、お肉に合うワインをお探しの方、バック
ヴィンテージをお探しの方にお勧めです。
ブースのみどころ

担当者

シリタ（カベルネソーヴィニヨン、
カベルネフラン、
メルロー）
／9,000円〜12,000円、OPEN

シードル・ヴァルドランスは、フランスのカフェよりも多いクレープリー（ガレット料理店）の約62%のお店が使用し
ている、ブルターニュで最も愛されているシードルの一つです。その年に収穫されたブルターニュ産のりんごの100%
天然果汁使用。一番絞り果汁のみ使用、砂糖を一切加えず、40種類以上のシードル専用りんごをブレンドしています。
250mlの小瓶サイズもありますので、ご飲食店などで使っていただきやすいと思います。

米国のマスターソムリエ、ラリーストーンが手掛けたワインです。10年以上熟成したナパの
ワインを是非試飲してみてください。2005年と2004年を飲み比べできます。

21 株式会社 SUBA

中野仁弥

▎ワイン名

15 Traditional Feteasca Alba
15 Traditional Feteasca Regala
15 Traditional Riesling
15 Traditional Traminer
15 Traditional Muscat Ottonel
15 Grigorescu Dry Muscat
15 Grigorescu Gewurztraminer
15 Grigorescu Pinot Gris
16 Grigorescu Roze
15 Clasic Feteasca Regala
15 Clasic Chardonnay
15 Nec Plus Ultra Sauvignon Blanc
15 Mysterium TR / SB
15 Mysterium Rose PN / CS / SY
14 Maria Feteasca Alba
14 Ana Chardonnay
02 Jidvei Castel Feteasca Alba

2,000円
スペイン アラゴン D.O.カンポデボルハ

▎価 格

▎原 産国

1,100円
1,100円
1,100円
1,100円
1,100円
1,560円
1,560円
1,560円
1,560円
1,700円
1,700円
1,850円
2,500円
2,500円
3,600円
3,000円
3,600円

ルーマニア

14 アランスビア クリアンサ

2,100円

14 シラー フィンカアンティグア

2,100円

スペイン D.O.Ca.リオハ
スペイン D.O.ラマンチャ
2,500円
スペイン D.O.パゴ バルデプーサ
3,500円
スペイン D.O.リベラ・デル・ドゥエロ
4,000円
スペイン D.O.パゴ バルデプーサ

ルーマニア
ルーマニア

14 マルケス・デ・グリニョン カリーサ

ルーマニア
ルーマニア

15 パゴ・デ・ロス・カペジャーネス ロブレ

ルーマニア
ルーマニア

14 スンマ

ルーマニア
ルーマニア
ルーマニア

memo

ルーマニア
ルーマニア
ルーマニア
ルーマニア
ルーマニア
ルーマニア
ルーマニア

3 有限会社 三幸蓮見商店

24 フロンティア物産 株式会社
認知度が低いインポー
ターですので、今回は人気を頂いているワ
インを中心に選びました。
ブースのみどころ

参考価格（税抜）

私たちは常に世界中から新しい
商品・サービス、良い商品を提供するため社
名の通りフロンティアスピリッツで他に先
駆けてチャレンジしています。
会社紹介

住所

今回のイチオシ

参考価格（税抜）

シャトー・ピノー ドライホワイト／1,480円

2012VINの熟成感が楽しめながら、樽熟成によるボディ感としっかりとした果実味があり

ソーヴィニヨン・ブランと、
大変珍しいソーヴィニヨン・グリをブレンドした白ワイン。
珍しいブレンドで造られた、
魅力あるワインです。
評価が厳しいパリ農産物コンクールで金賞を受賞。
是非お試しください。

埼玉県川口市並木4-3-4

TEL 048-241-7150

今回はフランス ボル
ドーのワインをご用意いたしました。低価
格・高品質のワインを選んで参りました。
ブースのみどころ

2012 Vino.e' Salice Salentino／2,130円
ます。現在一番人気のワインです。

2,000円

13 モセンクレト クリアンサ

URL http://www.hasumi-wine.co.jp

Mail info@hasumi-wine.co.jp
▎
年

2 株式会社 スコルニ ･ ワイン
今回のイチオシ

▎原 産国

スペイン アラゴン D.O.カリニェナ

URL http://www.euroasia-trd.jp/

Mail info@euroasia-trd.jp
▎
年

13 エステバンマルティン レセルバ

神奈川県横浜市中区本牧町1丁目9番地

TEL 03-3230-1765

▎価 格

スペイン ムルシア D.O.フミージャ

参考価格（税抜）

シードル｢ヴァル・ド・ランス クリュ・ブルトン｣シリーズ／550円・1190円

中小規模のワイナリーが造るワ
インが中心です。共同経営者のイタリア人
が現地に行き、
色々と探しております。

住所

▎ワイン名

memo
今回のイチオシ

参考価格（税抜）

会社紹介

▎
年

1 ユーロアジアトレーディング 株式会社

住所

東京都港区新橋1-8-6 近江ビル

TEL 03-3573-4181 070-6458-5224
Mail shinmura@sukoruni.co.jp
▎
年

▎ワイン名

NV シードラ アバロン

URL https://www.sukoruniwine.com/
担当者

新村由香
▎価 格

▎原 産国

500円

担当者

▎ワイン名

NV ビール ブランシュ・ビオ
15 シャブリ プライベート
16 ブルゴーニュ シャルドネ セレクション
16 ブルゴーニュ シャルドネ 蓮見オリジナル
16 シャサーニュ・モンラッシェ
14 ブルゴーニュ ピノ・ノワール トプ・メゾン・デュー
14 コート・ド・ボーヌVV クロ・デ・トプ・ビゾ
15 ショレイ・レ・ボーヌ
14 サントネー1er Cru レ・グラヴィエール

蓮見真太郎
▎価 格

▎原 産国

OPEN

フランス

3,800円
3,800円
3,800円
9,200円
3,800円
5,800円
5,000円
8,000円

フランス
フランス
フランス
フランス
フランス
フランス
フランス
フランス

memo

スペイン アストリアス

NV マッサナノヤ ブリュットナトゥレ

2,500円
スペイン カタルーニャ D.O.カバ

16 エステバンマルティン ブランコ

1,200円
スペイン アラゴン D.O.カリニェナ

16 ムリージョビテリ ブランコ
16 チャコリ カチニャ
16 エステバンマルティン ホーベン
15 エル イヌティル
16 ラスエルマーナスオーガニック

1,600円
スペイン D.O.Ca.リオハ
2,800円
スペイン バスク D.O.ゲタリアコチャコリーナ
1,200円
スペイン アラゴン D.O.カリニェナ
1,500円
スペイン D.O.ラマンチャ
1,640円
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