
こちらの掲載以外にも、多数の山梨ワインを揃えております。

【ロリアンワイン】

品種：マスカット・ベーリーA

世界最大のワインコンクール【ＤＷＷＡ
2019】（デキャンタ・ワールドワイン アワー
ド）で日本の赤ワインで唯一の受賞となる銅
賞を獲得しました。 

【ロリアンワイン】

品種：ブティ・ヴェルド、メルロー、マスカット・ベーリーA

選び抜かれたぶどう3品種をそれぞれオーク
樽で熟成させ、ブレンドしました。カシスなど
の果実味と程良い酸味、心地よいタンニン
が特徴的なワインです。

【ロリアンワイン】

品種：マスカット・ベーリーA

香り豊かな中口のスパークリングワインです。
華やかな色彩でベーリーＡの溢れる果実味を
様々なシーンでお楽しみいただけます。

【ロリアンワイン】

品種：甲州

フレッシュな柑橘と白い花を連想させる甘
い香りに爽やかな酸と甲州特有の心地良い
苦みが、ワインに深みと味わいをもたらして
います。

【シャトージュン】

品種：甲州

メロンや洋ナシなどのみずみずしい果物の
香り。落ち着きある甘さを爽やかな酸味が
支えています。華やかな席にぴったりの飲み
やすいスパークリングです。

【シャトージュン】

品種：甲州

ステンレスタンクで発酵の後、フレンチオークの
樽にて8ヶ月間の熟成させたこだわりの果実味
豊かな甲州ワインです。ローストしたお料理と
どうぞ。

【シャトージュン】

品種：ヴィオニエ

特徴的なアプリコットや白桃にスパイスの
香りが出ています。味わいは厚みのあるま
ろやかでリッチ、穏やかな酸味が心地よい
ワインです。

【シャトー勝沼】

品種：ブラック・クイーン

勝沼町内でも最良の厳選した菱山地区の圃
場のぶどうのみで醸造しました。味わいは
芳醇でコクがありタンニンも豊富で余韻を
長く感じられます。

【シャトー勝沼】

品種：ブラック・クイーン

鳥居平地域、礫の混じる土壌からもたら
されるミネラル感ときめ細やかなタンニン、
調和のとれた酸味が溶け込み滑らかでバラ
ンスの良い味わいに仕上がっています。

【シャトー勝沼】

品種：甲州

果実味を最大限に残すため、低温発酵で時間
をかけて丁寧にじっくりと醸されました。ふく
よかなボリューム感、後味にはバランスのとれ
た酸味が広がります。

【シャトー勝沼】

品種：甲州

丹精込めて朝晩と攪拌をし、果実の旨味をワイ
ンに残しました。柑橘系のフルーツの香り、ほ
のかに香るイースト香、味わいは甲州ぶどうの
特徴でもあり、ミネラル感があふれています。

【アルプスワイン】

品種：甲州

契約畑産の甲州種ぶどうを使用した辛口白
ワインです。６ヶ月の樽熟成による上品な樽
の香りと、強い甲州の味が特徴の、飲み応え
あるリッチな味わいの樽甲州です。

【アルプスワイン】

品種：シラー

約６ヶ月の樽熟成で大きく柔らかい余韻に包
まれるスケール感ある１本です。日本でしか
表現できない繊細なシラーのワインをお楽し
みいただけます。

【アルプスワイン】

品種：マスカット・ベーリーＡ、
カベルネ・ソーヴィニヨン

“国産ワインコンクール”において、初出品以来
連続入賞を果たしている評価の高い銘柄で
す。アルプスワインの代名詞ともなっています。

【ルバイヤートワイン】

品種：メルロー、ブラッククイーン、
マスカット・ベーリーA

果実の香りと心地よい酸味、やわらかいタン
ニンとのバランスはとても飲みやすいです。
様々なお料理とのマリアージュが楽しめます。

【ルバイヤートワイン】

品種：甲州

シュール・リー製法で溌刺とした香りと厚みの
ある味わいです。香味を大切にしたいため、あ
まりろ過をせず、シュールリー製法の特徴が良
く表れたワインです。

【ルバイヤートワイン】

品種：シャルドネ

シャルドネ種100%のBLANC DE BLANCS、
柑橘系の果実やバニラの香り、柔らかな
泡の刺激、キリッとした酸味が心地よい繊細な
スパークリングワインです。

【オリファンワイン】

品種：マスカット・ベーリーA

鮮やかなピンクで、甘い果実味と程よい
酸味を感じる心地良いすっきりとした辛口
タイプのロゼワインです。

【オリファンワイン】

品種：シャルドネ

山梨県中央市豊富地区、穏やかな起伏の丘に
ある自社農園にて収穫されたシャルドネ種
100％を、フランス産オーク樽で発酵・熟成し
ました。豊かな果実味と樽由来の力強さを兼
ね備えた辛口タイプのワインです。

【オリファンワイン】

品種：甲州

山梨県産甲州種を100%使用。和柑橘の爽
やかな香りと、ほのかなスパイスの香りが優
しく広がります。シュール・リー由来の旨味と
フレッシュさが楽しめる辛口タイプの白ワイ
ンです。

【オリファンワイン】

品種：マスカット・ベーリーA

イチゴの甘くチャーミングな香りとオーク樽
からくるバニラ香が円やかに広がる、ジュー
シーな果実味中心のミディアムボディの赤
ワインです。

【蒼龍葡萄酒】

品種：甲州

シュール・リー製法にて、従来の甲州よりも、
ミネラル感や厚み、複雑味、ふくよかな香り
を持つ辛口ワインに仕上がっています。

【ルミエールワイナリー】

品種：甲州

甲州ブドウを使い、瓶内二次発酵により自
然に生まれる泡で造ったスパークリングワイ
ンです。甲州のまろやかな風味を引き出し
た、オレンジ色の辛口スパークリングです。

【シャトー酒折ワイナリー】

品種：デラウェア

終始爽快な酸味が感じられ、時間が経過し炭
酸ガスが弱くなってくると葡萄の味わいを感じ
られます。瓶熟成が進むにつれてイースト香が
より強く出てくることが期待できる１本です。

【マンズワイン】

品種：マスカット・ベーリーA

しっかりとした樽香とベリー系の果実香、複
雑で凝縮感のある味わいが特徴で、ふくよ
かできめ細かいタンニンが印象的なワイン
です。

【マンズワイン】

品種：甲州

甲州特有の穏やかな柑橘系の香りとフレッ
シュでフルーティーな味わいが特徴です。
シュール・リー製法による、コクや豊かさが
感じられるバランスの良いワインです。

【マンズワイン】

品種：マスカット・ベーリーA

酵母が造り出した長く続くきめ細かい泡、
やわらかな酸味に品種特有の甘い香りが調
和した心地よい味わいが特長です。

【マンズワイン】

品種：マスカット・ベーリーA

山梨県産マスカット・ベーリーＡ種から造っ
たロゼワインを、耐圧タンク内でじっくりと二
次発酵させてスパークリングワインに仕上げ
ました。

【マンズワイン】

品種：マスカット・ベーリーA

山梨県産の高品質なマスカット・ベーリーＡ
を厳選して造った赤ワインです。ベリー系の
華やかな香りとなめらかなタンニンのやさし
い味わいが、さまざまな料理を引き立てます。

【マンズワイン】

品種：マスカット・ベーリーA

ベリー系の豊かな香り、ほどよい酸味とフ
レッシュな味わいが特徴です。わずかに感じ
る炭酸がよりいっそう魅力を引き立てます。

【くらむぼんワイン】

品種：甲州

柑橘類のようなフレッシュな果実味、生き
生きとした酸味に、少しの苦味のバランスが
とても良く、口中での果実香と樽香も奥行きを
感じます。

【くらむぼんワイン】

品種：マスカット・ベーリーＡ

凝縮感のある果実味が感じられ、こなれた
渋み、酸味があり味わいのバランスがとれて
います。若干の苦みがアクセントです。

【塩山ワイン】

品種：甲州

白い花を感じさせる爽やかな香りと時間の
経過とともにトロピカルな香りが立ち上がり
ます。爽やかな酸味に、ほのかに香る樽香が
特徴のワインです。

【マルスワイン】

品種：メルロー、マスカット・ベーリーA

「力強さ」と「柔らかさ」の 2つの個性を
ひとつに調和させることにより「柔らかく」も
「力強くしっかりした」味わいの赤ワインを
醸造しました。

【塩山ワイン】

品種：デラウェア、甲州

三年振りのリリースです。デラウェア種と
甲州種をブレンドし、双方の良さを引き
出した仕上がりになっております。

【原茂ワイン】

品種：ブラック・クイーン

山梨県産ブラック・クイーンの果実味と樽香の
バランスのよい赤ワインです。12ヶ月間の
樽熟成、やさしい後味のミディアムボディで
す。

【ホンジョーワイン】

品種：甲州

フリーラン（一番搾り）を使用し発酵。その
後、岩崎醸造の歴史を伝える昭和19年製
造の5 ,000Lの大樽で数ヶ月熟成させた、
他では類を見ない白ワインです。

【キザンワイン】

品種：ブラッククイーン、メルロー、

　　　カベルネ・ソーヴィニヨン、プティ・ヴェルド

チェリーのような果実味、白コショウのよう
なスパイシーさがバランス良く、渋みが感じ
られます。熟したベリー様の果実味ときめ細
やかなタンニン、切れの良い酸が特徴です。

【シャトレーゼベルフォーレワイナリー】

品種：甲州

柑橘やリンゴの蜜、ハーブなど爽やかな
香りがあり、果実味と程良い酸味、樽の風味が
調和したボリュームのある辛口ワインに
仕上げました。

【シャトレーゼベルフォーレワイナリー】

品種：マスカット・ベーリーＡ

山梨県産のマスカット・ベーリーAを丹念に仕
込みオーク樽でゆっくり熟成させました。フ
ルーティーな香りと心地良い樽の風味が特徴
的な優しいタイプの赤ワインに仕上げました。

【グレイスワイン】

品種：メルロー、カベルネ・ソーヴィニヨン、

　　　カベルネ・フラン

標高700ｍの冷涼な産地の味わいが素直
に表現されながらも、低収量で栽培された
単一畑のロゼは世界的にも珍しく、複雑さと
果実の厚みが感じられます。

【グレイスワイン】

品種：メルロー、カベルネ・ソーヴィニヨン、

　　　プティ・ヴェルド、カベルネ・フラン

畑とワイナリーでの厳しい選果後、小仕込みを
行い、穏やかな抽出によって丁寧に造りました。
品種ごと、ロットごとにフレンチオーク樽貯蔵を
経て、清澄や濾過はせず瓶詰めをしました。

【グレイスワイン】

品種：甲州

勝沼町鳥居平地区は、ブドウが良く熟すことか
ら、古くより勝沼の銘醸地とされてきました。
豊かなフルーツフレーバーと厚みのある果実
の風味がこの産地の味わいを表しています。

【グレイスワイン】

品種：マスカット・ベーリーA、メルロー、

　　　カベルネ・ソーヴィニヨン、カベルネ・フラン、
　　　プティ・ヴェルド   

ピュアで凝縮した果実味と軽やかなタッチを感じ
るのが特徴で、和洋中問わずに合わせられます。

【シャトーメルシャン】

品種：マスカット・ベーリーA

赤い果実を連想させる華やかなアロマ、
心地よい酸を持つ複雑さと飲みごたえの
ある赤ワインです。

【サントネージュワイン】

品種：マスカット・ベーリーＡ

レッドチェリーなどの軽やかな香りに、爽や
かな酸味とやわらかいタンニンが心地よい
若々しい味わいです。

【駒園ヴィンヤード】

品種：シラー

駒園ヴィンヤードの2ndシリーズ「Pony」よ
りシラーが初登場です。フレッシュチェリーの
華やかな香りがあり、フルーティですっきりと
した味わいが魅力です。

【駒園ヴィンヤード】

品種：ブラッククイーン、アリカント、
マスカット・ベーリーA

フレンチオーク樽で3ヶ月短期熟成していま
す。濃い茜色が特徴で、フレッシュな果実味と
まろやかな味わいが楽しめる赤ワインです。

【駒園ヴィンヤード】

品種：甲州

山梨県甲府市産の甲州を使用し、5ヶ月間
シュール・リー（澱引きを行わず澱と一緒に
熟成）させた、豊かなミネラル感と旨味を
お楽しみ頂ける甲州ワインです。

【ダイヤモンド酒造】

品種：甲州

完熟した甲州ぶどうを低温発酵した後、
シュール・リー製法で仕込んだワインです。
生き生きとした口当たりで、美しい酸味と
爽やかな旨味が続きます。

【モンデ酒造】

品種：メルロー、ブラック・クイーン

樽熟成による豊かで広がりのある香りと落
ちつきのある柔らかな口あたりがいっそう
料理の味わいを引き立てます。

【シャトーシャルマン】

品種：カベルネ・フラン 品種：メルロー

より擬縮したぶどうにする為に収穫量を少な
く抑えました。やわらかくわずかな甘みを持つ
タンニンが広がります。カベルネフランの横に
広がるエレガントな香りをお楽しみください。

【シャトーシャルマン】

肉厚な果肉からは濃い色の果実の香りや甘い
スパイス、また強すぎない酸がバランスよく調
和しています。１時間前に抜栓して室温でお
召し上がりください。

品種：甲州

【シャトーシャルマン】

標高650mの農場で栽培された甲州はしっか
りとしたきれいな酸を残してくれました。後口
に残るわずかな渋みと炭酸がアクセントです。

【まるきワイナリー】

品種：甲州

山梨県産甲州種100％使用。シュール・リー
製法で、りんごやパイナップルの様な香り、
シャープでドライな味わいに仕上げました。
また、非加熱充填によりエレガントな香りに
仕上がりました。

【まるきワイナリー】

品種：マスカット・ベーリーA

厳選されたマスカットベーリーＡ種を使用
し、果実味と柔らかさを大切に仕上げまし
た。穏やかな渋みと軽快な酸味をお楽しみ
ください。

【まるきワイナリー】

品種：デラウェア

収穫された葡萄の果汁は、酵母によってワイ
ンに変身していきます。その過程の状態をモ
ロミと云い、濁っています。このにごりワイン
は、そのモロミのおいしさが味わえる珍しい
ワインです。

【まるきワイナリー】

品種：マスカット・ベーリーA、ベーリー・アリカントA

完熟収穫したマスカット・ベーリーA種をフ
レンチオーク樽で12ヵ月間熟成。滑らかな
タンニンと凝縮感溢れる果実味、オーク樽由
来のトースト香のハーモニーが秀逸です。

異なるキュヴェの絶妙なブレンド、甲州種特
有の柑橘系アロマ、ほのかなトースト香と厳
しい選果がもたらす凝縮味、アフターに感じ
る僅かな苦味が心地よい味わいです。

【まるきワイナリー】

品種：甲州

【マルスワイン】

品種：甲州

自然あふれる緑、そよ風の爽快感を連想
させる、これまでにない心地よい香りと酸味を
持った、新鮮で生き生きとした味わいの
辛口甲州ワインに仕上がりました。

【塩山ワイン】

品種：ベリーアリカント

本来ブレンド用に使用される品種ですが
弊社では惜しみもなくこの品種を使い
100%の製品にしています。深い色合いと
独特の香りをご堪能ください。

【フジッコワイナリー】

品種：マスカット・ベーリーA、メルロー、
ベリーアリカントA

チェリーのコンポートの甘い香りやほのかな
樽の香りの優しい印象で、優しいタンニン感
（渋み）がふわっと全体を包み、調和が取れて
いるので口中スーッと馴染みます。アフターに
心地よい旨みを感じます。

【フジッコワイナリー】

品種：マスカット・ベーリーA、メルロー、
カベルネ・ソーヴィニヨン、プティ・ヴェルド

数種の品種を使用することにより、複雑味を
もたらせています。やや辛口で幅広く料理
に合わせてお楽しみ頂けます。アフターに果
実の旨味が心地よく残ります。

【フジッコワイナリー】

品種：甲州、デラウェア

パイナップルのような華やいだ香り、洋梨の
ような甘い香りを感じ、果実香に富んでいま
す。味わいは柑橘のような果実のジュー
シーさと、程良いボリュームを感じ、バラン
ス良く心地よい印象です。

【蒼龍葡萄酒】

品種：マスカット・ベーリーA

チェリーや野イチゴのニュアンスがある甘く
チャーミングな香りとふくよかな果実味、
心地よくキレのある酸との調和が、見事なま
でにその味わいへと昇華されております。

【ルミエールワイナリー】

品種：マスカット・ベーリーA

山梨県産のマスカット・ベーリーAを石蔵発酵
槽で仕込んだ限定品。苺のようなアロマと
酸、柔らかなタンニンを含んだ、親しみやすい
味わいです。

【ロリアンワイン】

品種：甲州

ヨーロッパのワイン法に基づいて、製造され
た甲州種100％使用のワインです。デキャン
タワインアワードにて金賞を受賞したヴィー
ニュド中川に、樽熟させたヴィーニュド中川
をブレンドしたスペシャルキュベです。

【ロリアンワイン】

品種：甲州

甲州種を100％使用し、シュールリー製法に
て仕上げた本格タイプの辛口ワインです。甲
州ぶどうの持つ風味にシュールリー製法の
コクが調和し、ワインに厚みを与えています。

【ホンジョーワイン】

品種：マスカット・ベーリーA

甘い香りを敢えて強調し、樽熟成によってワイ
ンにスパイシーで落ち着いた印象を与えます。

【登美の丘ワイナリー】

品種：シャルドネ

ワイナリーを代表する定番シリーズ「登美の
丘」は、この土地の風土を、厳選したぶどう
を通して表現します。登美の丘（シャルドネ）
は「ふくらみのある豊かな香りと心地よい酸
味」に仕上げました。

【登美の丘ワイナリー】

品種：甲州

穏やかな酸味、ほど良い渋味のあるふくよ
かな味わい、辛口ながら、遅摘みぶどうなら
ではの凝縮した果実味が特徴です。

【モンデ酒造】

品種：甲州

旧笛吹川左岸部、石和町塚ノ越は砂地による
土壌分から骨格のしっかりした甲州葡萄が
造られ、平地にて果皮が紅紫になるまで鮮や
かに実った葡萄は古来より生食とされた甲
州葡萄であり、そのままをワインとしました。

【甲斐ワイナリー】

品種：メルロー、バルベーラ

自社畑を含む山梨県産のメルローとバル
ベーラを使用した辛口ロゼワイン。イチゴや
ベリー系の香りが心地よく、爽やかな酸味、
果実の瑞々しさが溢れる爽やかなワイン
です。

【甲斐ワイナリー】

品種：カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー

程よい渋味と優しい酸味のバランスが特徴
です。赤ワイン入門編ともいえる、あっさり
とした飲み口の良さが好評です。

【マルサン葡萄酒】

品種：マスカット・ベーリーA

イチゴなどを中心とした赤い果実の香り
に、完熟した果実の味わいです。ライトボ
ディながら果実の厚みをしっかりと感じるこ
とができ、ワインとしてとても魅力的な仕上
がりになっています。

【敷島ワイナリー】

品種：甲州

標高600mの高台に広がる自社畑・菩提農場
収穫の甲州種を醸造し、オーク樽で熟成
させました。ほのかな樽香と程良い酸味、豊
かな果実味の揃ったバランスの良い辛口タ
イプです。 

【敷島ワイナリー】

品種：甲斐ノワール

ブラックベリーやカシスの黒系果実とほんのり
樽香のスパイスとが調和し奥深いアロマが広
がります。ふくよかなワインの熟成感が醤油や
味噌の香ばしい風味と相性がよく、ステーキ
やすき焼きなどの肉料理と相性がよいです。

【マルサン葡萄酒】

品種：甲州

香りはグリーンアップルなどの果実の香りに、
白い花などのフローラルな印象、味わいは、
穏やかな口当たりから、爽やかな果汁感から
じわっと甘みと旨みが染み出し口中に広がり
ます。マルサン葡萄酒で一番のオススメです。

【マルサン葡萄酒】

品種：甲州

甲州種らしい心地よい苦みが、味わいを締まっ
たものにしており、全体的にシャープさよりも柔
らかな旨みが光る味わいです。今密かに人気を
集める話題の「オレンジワイン」です。

【シャトレーゼベルフォーレワイナリー】

品種：デラウェア

山梨県勝沼町にある自社農場で収穫された
デラウェア種を使用し丹念に仕込みました。
フルーティーなアロマが特徴的で、特にデ
ザートワインとして最適です。栽培から醸造ま
で丁寧に造り込んだこだわりのワインです。

【サントネージュワイン】

品種：甲州

香り高いフリーラン果汁と味わい深いプレ
ス果汁を発酵させ、その後シュール・リー製
法によって貯蔵・熟成させることで、甲州ぶ
どうの個性を引き出しながら、豊かな味わ
いを実現しました。

【シャトーメルシャン】

品種：甲州

ユズやカボスといった和柑橘を思わせる香
りとフレッシュな酸とのハーモニーをお楽し
みいただけるワインです。太陽をたっぷり浴
びた甲州ブドウを的確なタイミングで収穫
し、香り高いワインに仕上げました。

【大和葡萄酒】

品種：甲州

番イ（つがい）とはペアのことです。自然の
恵み＆人間の知恵、葡萄農家＆醸造家、
ミネラル＆アミノ酸といったつがいにより
美味しいワインが醸されています。

【大和葡萄酒】

品種：甲州

甲州葡萄が持つ醸造用品種本来の酸味が
きいたスッキリした味わいの中にも、コクの
ある辛口を醸し出し、和食にマッチしたワイ
ンとして造り上げました。

【マルスワイン】

品種：甲州

果皮に存在する濃厚な香りや旨味、さらには
色素成分を充分に引き出し、ほんのりオレン
ジに色付いたワインです。果皮由来の心地よ
い渋味と旨味が特長的で、ぶどうの個性が際
立つ果実味豊かなワインに仕上がりました。

【くらむぼんワイン】

品種：マスカット・ベーリーA

軽快な果実味と爽やかな酸味のバランスが
とれ、若干の渋み（苦み）がアクセントに
なっています。口中で果実香が広がる、すっ
きりとした辛口で、余韻に残る香りも長く
感じられます。

【シャトー酒折ワイナリー】

品種：デラウェア

マンゴー、パイナップルなどのトロピカルフ
ルーツや青りんご、レモンなどの爽やかで
ジューシーな香りが感じられます。口に含む
と葡萄を食べている様な甘酸っぱいフルー
ティな果実感が口中に広がります。

【ルバイヤートワイン】

品種：甲州

甲州種の特徴を存分に引き出した豊かな五
味や心地よい渋みなど新鮮な驚きを感じてい
ただけるワインです。野趣あふれるお料理と
お楽しみいただきたいワインです。

【アルプスワイン】

品種：シャインマスカット

「シャインマスカット」を贅沢に２房も使用し
丁寧に醸造したプレミアムワインです。みず
みずしい風味があり、今大人気のぶどうを使
用した特別限定生産の白ワインです。

【シャトー勝沼】

品種：マスカット・ベーリーA

ボリューム感と果実香のバランスが良くエレガ
ントでいて、複雑身がある赤ワインです。フレッ
シュな香り、豊な味わいを最大限引き出すた
め、加熱殺菌処理を行わず「生づめ」にこだわ
りました。

【シャトージュン】

品種：甲州

フリーラン果汁を贅沢に使い、ステンレスタン
クにて低温発酵した、香り豊かなワインです。酸
味と甘みのバランスがよく、ポン酢や日本の薬
味を添えていただくお料理と相性が良いです。

【ロリアンワイン】

品種：甲州

山梨県産の甲州種を100％使用し、食事と
の相性も良いやや辛口に仕上げました。爽
やかな味わい、「爽やかな泡」は和食に良く
合います。食前酒や食中酒でもおすすめでき
る馴染みやすいスパークリングワインです。

【ロリアンワイン】

品種：マスカット・ベーリーＡ

マスカットベーリーA種の特徴とされる華や
かな香りと凝縮感のある味わいが特徴です。

【蒼龍葡萄酒】

品種：マスカット・ベーリーA

苺ジャム、すみれ、ラズベリーの甘くチャー
ミングな香りと、それを包み込むようにオーク
樽からのヴァニラ香がグラスいっぱいに
広がります。

【シャトージュン】

品種：ナイアガラ、デラウエア

華やかなナイアガラの香りに、デラウエアの酸味
で輪郭線を描くような、開放的ではつらつとした
ワインに仕上げています。サッパリしてるのに、旨
味があります。

【シャトージュン】

品種：山ソーヴィニヨン主体

ヤマブドウの持つ、野趣あふれる力強さと、掛け
合わされているカベルネソービニヨンの柔らか
く、酸味を伴う旨味。このバランスを大切にした
ワインです。

【勝沼醸造】

品種：甲州

特徴的なグレープフルーツの様な香りとレ
モンやはちみつなど豊かなアロマ。フェノ
リックでグリップ感のあるストラクチャーとミ
ネラル感、美しい酸のバランスが絶妙です。

【勝沼醸造】

品種：マスカット・ベーリーA

木イチゴやチェリー等の果実と甘いスパイスの
香り、丸みのあるタンニンが心地よいワインです。

【甲斐ワイナリー】

品種：甲州

口の中で滑るように柔らかですが、クリアで
キレもあり、旨味をともなう余韻が非常に
心地よいワインです。

【くらむぼんワイン】

品種：アジロンダック

口に含むと、まず爽やかな泡が口中に広がり、
濃厚な甘みと果実味、適度な酸味がとても印
象的です。赤のスパークリングワインとしては、
何処を探してもここにしかない味わいです。
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