
【高畠ワイナリー】

原料：シャルドネ　容量：750ml

世界的にも珍しい、果汁を糖分にした瓶内二次
発酵スパークリングワインです。瓶内発酵による、
高いガス圧とクリーミーな気泡が、濃厚な果実感
と酵母由来の旨味と共に広がります。

【高畠ワイナリー】

原料：ナイアガラ種　容量：750ml

マスカットを思わせるフレッシュな甘味とさわや
かな酸味が細かな気泡と共に広がります。

【高畠ワイナリー】

原料：シャルドネ、ピノ・ノワール、ピノ・ブラン　
容量：750ml

まほろばの里、高畠町が育んだシャルドネ、ピノ・
ノワール、ピノ・ブランを調合しました。赤い果実
やスパイスを思わせる奥行きのある風味が気泡
と共に広がるBRUT（辛口）タイプです。

【カンティーナ ヒロ】

原料：巨峰、デラウェア、マスカット・ベーリーA
容量：750ml

イチゴジャムのような凝縮感が味の骨格を成しア
フターに感じるほろ苦さがアクセントです。

【カンティーナ ヒロ】

原料：甲州　容量：750ml

口に含むとドライな印象と瞬く間にキメ細やかな
優しい泡が広がります。アフターで酸味の効いた
ヨーグルトのような酸が爽快でありさわやかです。

【アルプスワイン】

原料：カベルネ・ソービニヨン　容量：750ml

最良年に収穫した、自社管理畑産のカベルネ・
ソービニヨンを贅沢に白仕込（ブランドゥブラン）
し、瓶内二次発酵させました。旨味があり厚みの
ある味わいが特徴です。

【アルプスワイン】

原料：アジロンダック　容量：720ml

幻の黒ぶどうと言われる「アジロンダック」を使用
した、希少価値のある赤いスパークリングワイン
です。非常に香り高く、程よい甘さが心地よい飲
み口です。贈り物やパーティーでのご使用に最適
です。

【アルプスワイン】

原料：アジロンダック　容量：360ml

幻の黒ぶどうと言われる「アジロンダック」を使用
した、希少価値のある赤いスパークリングワイン
です。非常に香り高く、程よい甘さが心地よい飲
み口です。贈り物やパーティーでのご使用に最適
です。

【アルプスワイン】

原料：マスカット・ベーリーA、メルロ他　容量：750ml

創業者夫人の名を冠にした、特別限定醸造ワイン
です。辛口のロゼワインを瓶内二次発酵させ、キメ
粉かな泡立ちが印象的で複雑味のある味わいがあ
り、しっかりとボリューム感も感じられます。よく冷
やしてお飲み頂く事をおすすめします。一般流通が
ほとんど無いプレミアムワインです。

【白百合醸造】

原料：甲州　容量：720ml

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。きれいな淡
い黄色調は甲州種の特徴です。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。

【シャルマンワイン】

原料：甲州　容量：720ml

フレッシュな味わい、発酵で生じた炭酸がほんの
わずか残っています。花や果実の香りを感じながら
後口に残るわずかな渋みがアクセントになります。

【丸藤葡萄酒工業】

原料：シャルドネ　容量：750ml

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味わい豊かなス
パークリングワインです。

【マンズワイン】

原料：甲州　容量：720ml

山梨県産甲州種から造った白ワインを、耐圧タン
ク内でゆっくりと二次発酵させる「シャルマ方式」
でスパークリングワインに仕上げました。グレープ
フルーツなどの柑橘系の香り、酵母が作り出した
旨味ときめ細かいなめらかな泡立ちが特長です。

【マンズワイン】

原料：マスカット・ベーリーA　容量：720ml

めずらしい「赤」のスパークリングワインです。真
紅のバラの花びらのような美しい色、しっかりと
した果実味に少しビターな味わい、きめ細かいな
めらかな泡立ちが特長です。

【マンズワイン】

原料：マスカット・ベーリーA　容量：720ml

チェリーやイチゴのようなチャーミングな香り、
やさしい豊かな果実味が特長で、キラキラと輝く
ロゼの色調に立ち上がるきめ細かい泡が気分を
高めてくれます。

【笹一酒造】

原料：甲州　容量：720ml

滑らかな質感とはつらつらとした酸味がリードし
ます。心地よい気泡と、ほどよい甘みのバランス
の取れたスパークリングワインで、和食との相性
も良く、肉料理・魚料理どちらでも合わせていた
だけます。

【岩崎醸造】

原料：甲州　容量：750ml

澱との接触時間が長く、さまざまな味わいが調和
し、シリーズの中で最も洗練された味わいが楽しめ
る1本です。複雑性と深みが増した上品な味わいを
堪能できる、贅沢な辛口スパークリングワインです。

【はこだてわいん】

原料：北海道産キャンベルアーリー　容量：720ml

北海道産のキャンベルアーリーは色調が濃く、ラ
ズベリーやクランベリー・ストロベリーなど「ベ
リー系」のフルーティな香りが特徴です。

【はこだてわいん】

原料：北海道産ケルナー　容量：720ml

『さくらアワード2021』で、国産スパークリング
ワイン唯一のダブルゴールド賞受賞!!キレのある
酸味とライムなどの柑橘系に代表されるアロマ
ティックな香りを楽しめます。

【エーデルワイン】

原料：岩手県産リースリング・リオン　容量：720ml

岩手県産葡萄を100％使用したスパークリング
ワインです。軽やかな酸味を持った、すっきりとし
た飲み口をお楽しみください。

【岩手くずまきワイン】

原料：ナイアガラ　容量：750ml

炭酸ガスのはじける泡、華やかな果実味溢れる
ぶどうの香りが心地よい、爽やかな飲み口のス
パークリングワインです。

【岩手くずまきワイン】

原料：マスカット・ベーリーＡ、山ぶどう　容量：750ml

爽やかで品のある酸味と細やかな泡、そして果実
味いっぱいの香りと甘さがバランスよく融合し
た、芳醇な味わいのスパークリングワインです。

【岩手くずまきワイン】

原料：デラウェア、リースリングフォルテ　容量：750ml

醸造用に栽培した種ありデラウエアとリースリン
グフォルテを使用しました。レモンのような心地
よい酸味とほのかに感じる苦み、ふくよかな余韻
が感じられる辛口スパークリングワインです。

【能登ワイン】

原料：マスカットベリーA、ヤマソーヴィニヨン、
　　　カベルネ・ソーヴィニョン　
容量：720ml

上品なイチゴシロップや桃を思わせる甘やかな
香りの中に、スパイシーな香りや新芽のような青
い香りが清涼感を与えてくれます。甘みと酸味の
絶妙なバランスと、ほのかな渋みが奥行きをもた
せていて、気品ある味わいに仕上がりました。

【丹波ワイン】

原料：デラウェアなど　容量：500ml

国産ぶどうを用い、酸化防止剤を一切使用せず
濾過もせず、生詰めで作りました。ぶどう本来の
複雑味や果実味、酵母の香りが豊かで、ほんのり
濁り、炭酸ガスを感じる蔵からの酌み出しワイン
です。

【丹波ワイン】

原料：マスカットベリーA、巨峰、キャンベルなど　

容量：750ml

国産ぶどうを用い、酸化防止剤を一切使用せず
濾過もせず、生詰めで作りました。ぶどう本来の
複雑味や果実味、酵母の香りが豊かで、ほんのり
濁り、炭酸ガスを感じる蔵からの酌み出しワイン
です。

【丹波ワイン】

原料：サペラヴィ　容量：750ml

ぶどうの原種に近いこの品種はタンニンが少な
く、強めの酸味と土の香りが特徴です。ほかのて
ぐみとは異なるニュアンスで、抜栓時には良く冷
やし、キレの良いスパークリングとして、後半は常
温でまろやかでエレガントな赤ワインとしてお楽
しみ頂けます。

【丹波ワイン】

原料：シャルドネ、甲州　容量：375ml

フレッシュで爽やかな柑橘系の香りと果実味、酸
味があり、全体を上品な苦味で引きしめていま
す。ほのかな甘味のバランスがとても良く、口中
に果実香の余韻がたなびきます。食前から食中ま
で幅広く料理と一緒にお楽しみ頂けます。

【都農ワイン】

原料：キャンベル・アーリー　容量：750ml

キャンベル・アーリー種は都農町で戦後間もない
頃から栽培され、尾鈴ブドウの歴史を支えてきた
品種です。試行錯誤を繰り返し、今回新商品を開
発しました。品種本来の凝縮した香り・程よいタ
ンニン・優しい甘みを感じる味わいに、ガス圧を
充填した上品な味わいをお楽しみください。

【都農ワイン】

原料：キャンベル・アーリー　容量：750ml

良質な果汁のみを使用し低温発酵させ、熱処理
せずに瓶詰しました。キャンベル・アーリーのフ
ルーティーな香と清涼感をお楽しみ下さい。

【ルミエールワイナリー】

原料：甲州　容量：750ml

ルミエール周辺の南野呂地区の甲州ブドウを使
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。キメの細かい泡立
ちと、和柑橘のような清々しい香りをお楽しみく
ださい。

【ルミエールワイナリー】

原料：甲州　容量：750ml

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。

【モンデ酒造】

原料：巨峰　容量：720ml

きめ細やかな気泡が巨峰種ならではのやさしい
甘みと、さわやかな酸味を引き立てるスパークリ
ングワインです。

【モンデ酒造】

原料：甲州　容量：290ml

さわやかな柑橘がほのかに香り、すっきりとした
酸味がやわらかい口あたりを引き立てる上品な
味わいのスパークリングワインです。

【モンデ酒造】

原料：デラウェア　容量：290ml

果樹王国山梨で育った美味しいデラウェアを
100％使用しました。爽やかな香りとスッキリと
した酸味、豊かな果実味が相まったスパークリン
グワインです。

【モンデ酒造】

原料：葡萄、桃　容量：290ml

国産桃果汁をブレンドした爽快感ある期間限定
のスパークリングワインです。やわらかい口当た
りと桃の果実味がハーモニーを奏でます。

【蒼龍葡萄酒】

原料：甲州　容量：750ml

「うまみ」のある、山梨県産甲州100％使用のス
パークリングワインです。程良い酸と爽やかな炭
酸が食欲をかきたてます。フレッシュ＆フルー
ティでやや辛口（白）のスパークリングのため、お
食事や食後の一杯など、様々なシーンでご愛飲
いただけます。

【エーデルワイン】

原料：岩手県産ナイアガラ　容量：720ml

岩手県産葡萄を100％使用したスパークリング
ワインです。立ち上がる葡萄の香り。さっぱりとし
た飲み口をお楽しみください。

【都農ワイン】

原料：マスカット・ベーリーＡ　容量：750ml

果実を醸し発酵させず、生果のまま搾る、ブラッ
シュという製法です。キャンベルのロゼと全然
違った一面をもつドライタイプのロゼで、食事の
前にゆっくりと軽いおつまみと楽しむのに最適で
す。

【蒼龍葡萄酒】

原料：コンコード　容量：750ml

このワインはオリに含まれている旨味成分を最後
まで引き出させる為にごりタイプになっている
上、炭酸ガスを注入（ガス注入方式）してあります
ので爽快感も心行くまで楽しんで頂ける逸品で
す。酸化防止剤無添加ワインです。

【白百合醸造】

原料：マスカット・ベーリーＡ(山梨県産)　容量：720ml

山梨県産マスカット・ベーリーAを100％使用し、
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。 
  

【岩崎醸造】

原料：甲州　容量：720ml

甲州ブドウでは難しいと言われる乳酸発酵を行っ
た後、瓶内二次発酵しました。ノン・ドサージュで、
デゴルジュマンの後に同じワインを補填すること
で味わいに調和を与えます。  
 

【池田町ブドウ・ブドウ酒研究所】

原料：北海道産ぶどう　容量：750ml

瓶内二次発酵法でつくられたスパークリングワイ
ンです。瓶内発酵ならではのきめ細やかな泡と酵
母由来のアミノ酸組成に特徴があります。

【池田町ブドウ・ブドウ酒研究所】

原料：北海道産ナイヤガラ　容量：750ml

ブドウの香りが口いっぱい広がるフレッシュで
すっきりとした甘さが特長のスパークリングワイ
ンです。

【池田町ブドウ・ブドウ酒研究所】

原料：北海道産バッカス　容量：750ml

北国特有の爽やかな酸味とフルーティーな味わ
いが特長のスパークリングワインで、果実味を前
面に表現し、辛口でありながら優しい口当たりを
感じられます。

【岩崎醸造】

原料：甲州　容量：720ml

晩熟の甲州を収穫しました。十分に成熟したブド
ウの皮に蓄積されるフェノールと種に含まれるタ
ンニンを丁寧に抽出する「かもし製法」でワイン
を仕込みます。デゴルジュマンの後に同じワイン
を補填することで味わいに調和を与えます。

【岩崎醸造】

原料：マスカット・ベーリーＡ　容量：720ml

コンセプトは「純粋さ」「あるがままの美しさ」。
勝沼のマスカット・ベリーAを用いた、ロゼです。
ワイン名は平安時代末期から鎌倉時代初期の歌
人、藤原定家の和歌から「見渡せば花も紅葉もなか
りけり浦の苫屋の秋の夕暮れ」に由来しています。

【MGVsワイナリー】

原料：甲州　容量：720ml

スティルワインをシャルマ方式で2次発酵させ
た、甲州特有の香りと味わいが、なめらかな泡と
きれいに調和され、まろやかな仕上がりになって
います。

【エーデルワイン】

原料：岩手県産キャンベル　容量：720ml

岩手県産葡萄を100％使用したスパークリング
ワインです。華やかで優しい苺に似た香りが感じ
られ、さっぱりとした甘味でバランスのとれた飲
み口をお楽しみください。

【三和酒類】

原料：シャルドネ　容量：750ml

輝きのある黄金色で例年よりも濃い色調です。桃
やライチ、洋ナシのような果実の香りと、アールグ
レイのような甘美なフローラルさを想像させる香
り、さらに酵母やMLF由来のバター、トーストの
香りもしっかりと感じられます。

【モンデ酒造】

原料：ネオマスカット　容量：290ml

果樹王国山梨で育った美味しいネオマスカットを
100％使用しました。キュートにはじける泡々と
華やかでやさしい白ぶどうの香りがいっぱいに
広がる楽しいワインです。

【宝酒造】

原料：米、米麹　容量：210ml

まるで果実のような香りが特長のスパークリング
清酒です。アルコール分４％で、やさしい甘みと酸
味がマッチしたすっきり飲みやすい味わいです。

【宝酒造】

原料：米、米麹　容量：210ml

まるで果実のような香りが特長のスパークリング
清酒です。アルコール分４％で、やさしい甘みと酸
味がマッチしたすっきり飲みやすい味わいです。

【宝酒造】

原料：米、米麹　容量：750ml

米と米麹からうまれた新感覚のお酒です。低アル
コールで飲みやすく、料理との相性も抜群です。マ
スカットを思わせる風味、口に広がるやさしい甘
みと酸味が特長です。

【嘉美心酒造】

原料：米、米麹　容量：250ml

瓶内二次発酵による炭酸ガスのみを利用したス
パークリング日本酒です。嘉美心らしい甘めの味
わいと、瓶内発酵によるきめ細かい泡立ちが絶妙
なバランスの爽やかなお酒です。乾杯の一杯や、
和洋料理との食中酒としてもオススメの一杯です。

【花の舞酒造】

原料：米、米麹　容量：300ml

お米と水だけでできた低アルコールの微発泡酒
です。白桃や梨を思わせる香りと、米由来の甘さ、
爽快感のある酸味が特徴的です。シンプルな甘
酸っぱさが魅力的です。

【六歌仙】

原料：米、米麹　容量：720ml

低アルコールの発泡性日本酒です。あくまでも日本
酒の定義にこだわりながら、試行錯誤を繰り返し生
まれました。お米から造り出された、天然の甘み、
酸味、柔らかなシュワシュワ感をお楽しみください。

【六歌仙】

原料：米、米麹　容量：720ml

低アルコールの発泡性日本酒です。紫黒米を使っ
た天然の美しいロゼ色と、お米から造り出された、
天然の甘み、酸味、柔らかなシュワシュワ感をお楽
しみください。

【白瀧酒造】

原料：米、米麹　容量：360ml

スッキリドライなスパークリング日本酒です。口に
含んだ瞬間に感じる柔らかな甘みと爽快感で、食
前・食後を選ばずお楽しみ頂けます。

【三宅本店】

原料：米、米麹　容量：720ml

『祝いの席の乾杯酒』をイメージしたスパークリ
ング清酒。純米大吟醸をベースに甘味・酸味のバ
ランスを追求したスパークリング清酒を、シャン
パンを想わせる高級感のあるデザインでお届け
します。

【木戸泉酒造】

原料：米、米麹　容量：500ml

純米生アフスのうすにごり発泡タイプです。純米
アフスの特徴である甘酸っぱい味わいに瓶内2
次発酵により生じているほどよい炭酸がすっきり
とした絶妙な仕上がりとなっております。

【滝澤酒造】

原料：米　容量：720ml

シャンパン製法を応用した瓶内二次発酵による
透明な発泡性純米酒です。

【滝澤酒造】

原料：米　容量：270ml

日本酒を飲み慣れていない女性におすすめした
いお酒です。

【尾畑酒造】

原料：米、米麹　容量：720ml

香ばしいトースト香と蜂蜜の酸、グレープフルー
ツの優しい酸とフレッシュな泡が引き締めるス
パークリングです。タンク内二次発酵により、自然
できめ細かな泡をまとった純米大吟醸です。

【人気酒造】

原料：米、米麹　容量：720ml

福島県産の酒米を60%まで精米し、瓶の中で米
と米こうじのみで発酵させ、発酵の過程でアル
コールと共に造られる炭酸ガスを瓶の中に封じ
込めました。

【人気酒造】

原料：米、米麹　容量：300ml

ビンのなかで米と米こうじのみで発酵、発酵の過程
でアルコールと供に造られる炭酸ガスをビンの中
に封じ込めました。添加物は一切使用していない
まさにナチュラルな甘味、酸味が特長のお酒です。

【人気酒造】

原料：米、米麹　容量：300ml

ビンのなかで米と米こうじのみで発酵、発酵の過程
でアルコールと供に造られる炭酸ガスをビンの中
に封じ込めました。添加物は一切使用していない
まさにナチュラルな甘味、酸味が特長のお酒です。

【南部美人】

原料：米、米麹　容量：720ml

瓶詰めし、瓶内二次発酵から澱引きまで、シャン
パンの製法を取り入れています。
ドサージュ・ゼロのため、甘さを抑えた繊細でドラ
イな味わいが楽しめます

【永井酒造】

原料：米、米麹　容量：720ml

伝統的な日本酒製法に瓶内二次発酵を取り入れ
ました。世界のトップシェフ達が「初めての食感」
と驚愕する、本格的なスパークリング清酒です。
チェリーやライチの香味を持ち、シルキーな泡が
妖精のように料理を包み込みます。

【永井酒造】

原料：米、米麹　容量：360ml

独自の瓶内二次発酵技術を使用し、カジュアルに
仕上げました。口当たりの柔らかいシルキーな泡
と白桃や林檎のような香味が調和します。

【豊島屋】

原料：米、米麹　容量：500ml

もろみを濾した際の成分を残すことで瓶内二次
発酵をさせ、自然な発泡性を得た純米酒です。麹
の味わいと、爽やかな飲み口をお楽しみ下さい。

【大和葡萄酒】

原料：甲州　容量：750ml

重畳とは幾重にも重なることを意味し、これは当
社の長い歴史と共に甲州種に着目し、長年研究
を重ねてきた意味も込めて名付けました。甲州葡
萄を樽熟成し、ほのかなオークの香りとほどよい
酸味のあるバランスの良いスパークリングワイン
に仕上げました。

【大和葡萄酒】

原料：甲州　容量：750ml

ミネラル分豊富な畑で収穫した原料で醸造した
ワインです。シュール・リー製法によりアミノ酸や
ペプチドがワインに溶け込み深みのある層の厚
いスパークリングワインに仕上げました。
ジャパンワインコンペディション2011にて銅賞
受賞しました。

【サドヤ】

原料：ソーヴィニョン・ブラン、甲州他　容量：720ml

サドヤのブレンド技術を生かし、チリ産のソー
ヴィニョン・ブランと山梨県産の甲州種をブレン
ドした、辛口スパークリングワインです。柑橘系の
爽やかな香りとすっきり溌剌とした泡立ちの辛口
スパークリングは、食前だけでなく食事中まで幅
広くお楽しみいただけます。

【マルスワイン】

原料：シャルドネ、甲州　容量：750ml

グレープフルーツや青リンゴ、洋ナシといった複
雑で豊かな果実香が調和した辛口スパークリング
ワインです。キメ細かい泡立ちが織りなす爽やか
な味わいが食卓を華やかに引き立ててくれます。

【マルスワイン】

原料：甲州　容量：750ml

甲州葡萄のフルーティーなアロマを存分に引き
出し、青リンゴやグレープフルーツを連想させる
果実香豊かな香り、清涼感ある酸味とキメ細かい
泡立ちが、心地よい爽快感を与えてくれる辛口ス
パークリングワインです。

【マルスワイン】

原料：甲州　容量：750ml

「柑橘系の心地よい香り、清涼感のあるフレッ
シュな酸味」と果実の甘さが特徴の、やや甘口の
スパークリングワインです。

【マルスワイン】

原料：甲州　容量：720ml

瓶内二次発酵（シャンパン製法）による「きめ細か
い泡立ち」と「爽快で風味豊かな味わい」が気軽
に楽しめる、国産ならではの「ペティアン（発泡ワ
イン）」です。無濾過なため濁っており、静かに注
ぐと濁りの影響による風味の違いを感じます。

【山元酒造】

原料：本格焼酎（鹿児島県製造）､レモン果汁　

容量：750ml　

本格焼酎（麦製）を使用した炭酸リキュールです。
瀬戸内産レモンをたっぷり使用し、さわやかな香り、
シッカリとした果汁感、レモンの爽快感をお楽しみ
いただけます。よく冷やして、氷が入ったグラスに注ぐ
とよりいっそう美味しくご賞味いただけます。

【山元酒造】

原料：本格焼酎（鹿児島県製造）、ゆず果汁　

容量：750ml

天然のゆず果汁と本格焼酎（麦製）を原料とした
炭酸リキュールです。ゆず特有のさわやかな香りと
すっきりとした酸味をご賞味ください。
よく冷やして、ストレートか多めの氷を入れると
よりいっそう美味しくご賞味いただけます。

【山元酒造】

原料：梅（国内産）、本格焼酎　容量：750ml

芋焼酎造り五代梅酒に炭酸を加え、すりつぶした
南高梅の果肉を加えた果実感のある香りと濃厚
な味わいの薩摩スパークリング梅酒です。
おいしく飲んでいただく為、スパークリングワイン
のように必ずよく冷やして、ストレートかグラスに
多めの氷を入れてご賞味ください。

【高畠ワイナリー】

原料：山形県産ふじりんご　容量：750ml

果実王国・山形県産の完熟りんご果汁から瑞々しい
味わいとフルーティーな香りを大切にしてワインを
造りました。きめ細やかな気泡と相まって食前や
食後に幅広くお楽しみいただけるスパークリング
ワインです。

【喜久水酒造】

原料：南信州産りんご（紅玉・シナノゴールド・ふじ）　
容量：750ml

南信州産の厳選された3種類のりんご（紅玉、
シナノゴールド、ふじ）のみを使用し、手間を惜し
まず製造しました。クリアーな酒質と繊細な泡、
奥深い味わいをお楽しみいただけます。

【喜久水酒造】

原料：南信州産りんご（紅玉・シナノゴールド・ふじ）　
容量：750ml

南信州産の厳選された3種類のりんご（紅玉、
シナノゴールド、ふじ）のみを使用し、手間を惜し
まず製造しました。クリアーな酒質と繊細な泡、
奥深い味わいをお楽しみいただけます。

【喜久水酒造】

原料：りんご（紅玉・ふじなど15種類）　
容量：720ml

南信州産りんご100%のシードルです。繊細な泡
クリアーな酒質を実現しました。スッキリした
辛口の味わいは、和・洋・中・エスニックなどどんな
料理にも合い、味わいを引き立てます。

【都農ワイン】

原料：原料用アルコール、イチゴ果糖　容量：250ml

京都丹後産の完熟イチゴを使ったスパークリング
酒。とれたて苺の甘酸っぱい香りと苺の甘味が
口中にシュワッと広がります。
完熟イチゴならではのルビー色も綺麗！

【都農ワイン】

原料：単式蒸留焼酎、ゆず果汁　容量：250ml

天然柚子果汁をたっぷり使用しました。シュワッと
はじける柚子の豊かな香りを楽しめます。

【GRA】

原料：宮城県産イチゴ　容量：720ml

ミガキイチゴを100％使用した、特別な日を演出
するとっておきの本格・純国産スパークリング
ワインです。
イチゴ本来の芳醇で甘酸っぱい香りと、イチゴ本来
の色が活きたピンク色の泡はハレの日・お祝いの
席などの乾杯をより華やかに演出します。
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その他、お正月気分にふさわしい銘酒を70種以上揃えております。 shibuya . tokyu -p laza .com

スパークリング 
キャンベルアーリー


