
高崎ワインフェスタ 地酒とワイン　㈲仲沢酒店

2013年春のワイン試飲会リスト 高崎市八千代町１－１２－４

TEL：027-323-1621

ご来場の特典として、特価でご予約いただけます。 FAX：027-326-2141

ご予約は当日お渡しする予約用紙をご利用下さい。 http://www.nakasake.com/

ご来場、お待ちしています。 担当：仲澤　賢一

日本ソムリエ協会認定シニアワイナドバイザー

ご予約本数　5本までは15％OFFご予約本数　5本までは15％OFFご予約本数　5本までは15％OFFご予約本数　5本までは15％OFF

　　　　　　6本～11本は20％OFF　　　　　　6本～11本は20％OFF　　　　　　6本～11本は20％OFF　　　　　　6本～11本は20％OFF

　　　　　　12本以上は25％OFF　　　　　　12本以上は25％OFF　　　　　　12本以上は25％OFF　　　　　　12本以上は25％OFF

表示価格は税込みです

番号 　　　商　　品　　名 産地 希望小売価格

25％OFFの場合

の予約価格

メモ

モトックス

1 天使のアスティ イタリア 白 ¥1,680 ¥1,260¥1,260¥1,260¥1,260

2 ロータリー・タレント・ブリュット イタリア 白 ¥2,310 ¥1,733¥1,733¥1,733¥1,733

3 ボーモン・デ・クレイエール・グラン・リゼルバＮＶ フランス 白 ¥4,725 ¥3,543¥3,543¥3,543¥3,543

4 コンチェルト・ランブスルコ・レッジアーノ2011 イタリア 赤 ¥1,890 ¥1,418¥1,418¥1,418¥1,418

5 コッリ・ペルジーニ・グレケット 2011 イタリア 白 ¥1,470 ¥1,103¥1,103¥1,103¥1,103

6 イル・モッジョ 2010 イタリア 白 ¥2,205 ¥1,654¥1,654¥1,654¥1,654

7 ピエーレ・ソヴィニヨン 2011ヴィエ・ディ・ロマンス イタリア 白 ¥4,410 ¥3,308¥3,308¥3,308¥3,308

8 ダリア・トスカーナ2009 イタリア 赤 ¥1,942 ¥1,457¥1,457¥1,457¥1,457

9 モンテファルコ・ロッソ2009 イタリア 赤 ¥2,205 ¥1,654¥1,654¥1,654¥1,654

10 キャンティ・クラシコ2009 レ・コルティ イタリア 赤 ¥2,310 ¥1,733¥1,733¥1,733¥1,733

11 バローロ2008　アゼリア イタリア 赤 ¥5,250 ¥3,938¥3,938¥3,938¥3,938

12 レ・クーポレ・ディ・トリノーロ2010 イタリア 赤 ¥4,200 ¥3,150¥3,150¥3,150¥3,150

13 ｿﾙ･ﾃﾞﾙ･ﾘﾏﾘ ｴｸｽﾄﾗ ｳﾞｧｰｼﾞﾝ ｵﾘｰｳﾞ ｵｲﾙ･ｵｲﾙ チリ ¥525 ¥394¥394¥394¥394

当日のみのご予約特別価格です。ぜひ、この機会をご利用ください。

柑橘系果実とミネラルが豊か。洗練された引き締まりのある印象。少し温度が高くなると果実のボリュームが高まり、違った顔を見せてくれる。

僅かなビター感と果実、酸のバランスが良い。

蜜をたっぷり含んだグレープフルーツに上品なヴァニラ香。木樽による熟成によるまろやかさとフレッシュな果実味が見事に同居している。余韻も

長く楽しめる高品質な白ワイン。

パイナップルやトロピカルフルーツのような芳醇な香り。果物をそのまま頬張っているような厚みのある果実味と心地よい酸が楽しめる。

深いルビーレッド。ブラックベリー、レーズン、ドライハーブ、バニラ、スパイスの豊かで複雑な香り。濃厚滑らかな果実味で全てが上品に調和し優

雅。余韻は長く美しい果実香を楽しめる。

マスカットの華やかな香りと爽やかな風味を持つ甘口の発泡酒です。優しい味わいで、女性を中心に世界的に人気があります。天使は、神の

使者として多くの幸せを届けてくれます。

黄色いフルーツやリンゴ、柑橘系のアロマ。トーストやナッツの香りがエレガントで複雑。フレッシュ＆フルーティで、とても柔らかくよいミネラル感。ソ

フトな酸と上品に持続する泡。

フルーティでまろやかな優雅さが際立つ、きめ細かな泡立ちのシャンパーニュ。熟した果実のアロマと柑橘類のフレッシュな風味が心地よく、後味

はすっきりとしています。

フレッシュブルーベリー、カシスなどの、ベリー系の新鮮果実溢れるアロマ。優しい泡立ちと共に果実味と乳酸系のふくよかな風味が口に広がり、

程よいタンニンとのバランスが良い。

ルビー色。完熟イチゴの果実香に、松や珈琲豆、シナモンのニュアンス。赤い果実味が豊かで、全体のバランスがよい。力強さと上品さ。少し乾

いたタンニンと長い余韻。

チェリーの果実香にハーブやヴァニラ、ハッカのようなニュアンスが絡む。赤い果実の風味が豊かで、芯の通ったミネラル、酸が味わいを引き締め

る。旨みがたっぷり。

ワイナリーの歴史的ワイン。６ヶ所の畑のブドウを一度に混醸。花などの洗練されたアロマはカスティリオーネ・ファッレットの特徴で、パワーあるスト

ラクチャーはセッラルンガに由来。

魅惑的なバニラやミント、完熟した南国フルーツのようなエキゾチックな香り。繊細でエレガントなタンニン、凝縮した華やかな果実味は余韻まで

しっかりと残る、比較的すぐ楽しめる１本。

アーティチョーク、ルッコラ、青りんごの香りを持ち、ハーブの香りも広がるピリッとした刺激のあるオリーヴオイル。程よい苦味も心地よいグレートバ

リューな1本です。



アストル

番号 　　　商　　品　　名 産地 　　希望小売価格 ご予約価格 メモ

14 ブルエット・プレステージ・ロゼ・ブリュット フランス ロゼ ¥1,890 ¥1,418¥1,418¥1,418¥1,418

15 ラテイロン/クレマン・ド・ボルドー・ブリュット フランス 白 ¥2,520 ¥1,890¥1,890¥1,890¥1,890

16 エグザゴン・ブラン2011 フランス 白 ¥1,470 ¥1,103¥1,103¥1,103¥1,103

17 シャトー・グラヴィル・ラコスト2011 フランス 白 ¥2,520 ¥1,890¥1,890¥1,890¥1,890

18 エグザゴン・ルージュ2010 フランス 赤 ¥1,470 ¥1,103¥1,103¥1,103¥1,103

19 シャトー・ローラン・ラ・ギャルド・プレステージ2001 フランス 赤 ¥2,400 ¥1,800¥1,800¥1,800¥1,800

20 シャトー・レスタージュ・シモン1995 フランス 赤 ¥2,660 ¥1,995¥1,995¥1,995¥1,995

21 グラン・タンクロ・デュ・シャトー・ド・セロンス・ルージュ2009 フランス 赤 ¥2,940 ¥2,205¥2,205¥2,205¥2,205

22 キュヴェ・ペルヴァンシュ・ピュイ・アルノー2010 フランス 赤 ¥3,045 ¥2,284¥2,284¥2,284¥2,284

23 エモーション・デュ・シャトー・カルルマグニュス2005 フランス 赤 ¥3,150 ¥2,363¥2,363¥2,363¥2,363

24 マノワール・ド・ゲイ2007 フランス 赤 ¥4,200 ¥3,150¥3,150¥3,150¥3,150

25 クロ・ピュイ・アルノー2008 フランス 赤 ¥5,040 ¥3,780¥3,780¥3,780¥3,780

オルヴォー

26 アラン・ベルナール・ブリュット・プルミエ・クリュ・ディジー フランス 白 ¥4,410 ¥3,308¥3,308¥3,308¥3,308

27 ゲヴュルツトラミネール　シニャチュール2011ルネ・ミューレ フランス 白 ¥2,415 ¥1,811¥1,811¥1,811¥1,811

28 ミュスカ　シニャチュール2010ルネ・ミューレ フランス 白 ¥2,835 ¥2,126¥2,126¥2,126¥2,126

29 プティット・ジャンヌ　コート・デュ・ローヌ2012 フランス 赤 ¥2,205 ¥1,654¥1,654¥1,654¥1,654

30 ヴィオニエ　ペイ・ドック2011ドメーヌ・クードレ フランス 白 ¥1,680 ¥1,260¥1,260¥1,260¥1,260

31 マルスラン　ペイ・ドック2011ドメーヌ・クードレ フランス 赤 ¥1,785 ¥1,339¥1,339¥1,339¥1,339

32 カランドレ　レゼルヴ　コート・ド・ルーション　ヴィラージュ2010 フランス 赤 ¥1,995 ¥1,496¥1,496¥1,496¥1,496

プロヴァンス地方ヴァール県産のメルロー種を主体にした辛口のロゼスパークリング。華やかな果実の風味とシャンパーニュ製法による質の良い泡

立ちが心地よいです。

アントル・ドゥー・メール産のセミヨン種主体。グレープフルーツを思わせる柑橘系のフレーバーとAOC規定の9ヶ月の瓶熟期間を上

回る24ヶ月の長期熟成がもたらすキメの細かい泡立ちを持ったクレマン。

リュック・ティアンポン・プロデュース。クラッシックなボルドースタイルのワインをデイリーな価格で提供したい、というコンセプトが実

現。アストルスタッフもアッサンブラージュに協力。

ソーテルヌの生産エリアを離れた、グラーヴの飛び地に所有する畑から造られる辛口グラーヴ・ブラン。セミヨン主体ながら透明感の

ある香り高い造り。

ネゴシアン業も行っているリュック・ティアンポン・プロデュース。クラッシックなボルドースタイルのワインをデイリーな価格で提供した

い、というコンセプトが実現。

ジロンド河を挟んでサンジュリアンの対岸に位置するサン・スーラン・ド・キュルサックにあるシャトー。ブライのエリアでは屈指の実力

派として知られる。飲み頃2001年が新入荷。

サンテステフの北、サン・スーラン・ド・カドゥルヌにあるシャトー。ラ・ターシュ1995年と肩を並べる評価を受けた、今は亡きシャルル・

シモンの代表作1995年が再入荷。

カステロ・ディ・アマの元共同経営者、ジョルジョ・カヴァンナ氏が所有するグラーヴ・エリアの新星。コンサルタントにパトリック・レオン

氏を迎えグラン・ヴァンに匹敵する品質のワインを生み出す。

シャトー・ド・カルルマグニュスのセカンド・ラベル。カルルマグニュスのスタイルを踏襲しながらも、柔らかさのある仕上がり。当たり年

の2005年。

ラフルールやペトリュスなどが集まるポムロールの一等地にあるシャトー・ル・ゲイのセカンド・ラベル。これぞポムロール！という特

筆すべきシルキーなタッチを持つ2007年が新入荷。

カスティヨンの鬼才、ティエリ・ヴァレット氏のクロ・ピュイ・アルノーのセカンド。彼の真髄にお求め安く触れることができるアイテムで

す。

カスティヨンの標高100Mの地でビオデナミを実践するティエリ・ヴァレット氏によるシャトー。オーセンティックさとミネラル感、複雑味と

喜びに溢れるワインです。

シャンパーニュのレコルタンマニュピュラン。非常に飲みやすく、食前酒としてはもちろん、食事をしながらのワインとしても最適 で

す。 親しみやすく、調和のある素晴らしいワインです。

素晴らしいアルザスワインの生産者ルネ・ミューレ。華やかな香りが印象的なゲヴェルツトラミネールです。

素晴らしいアルザスワインの生産者ルネ・ミューレ。

グルナッシュ85％、シラー15％

華やかできれいな香りのヴィオニエ。

赤系果実の香りが特徴的。タンニンがとても綺麗でフィネスがあり、深みがありバランスが良い果実味です。 マルスラン　（カベルネ・

ソーヴィニヨンとグルナッシュの交配品種）

フルーティ、丸みがあってバランスのよくとれたワイン。本物のフレッシュなフルーツのバスケットのような香り。

 このワインは現在飲み頃で、数年の熟成も可能です。



番号 　　　商　　品　　名 産地 　　希望小売価格 ご予約価格 メモ

33 シャリヴァリ　コート・ド・ルーション　ヴィラージュ2009 フランス 赤 ¥2,625 ¥1,969¥1,969¥1,969¥1,969

34 サン=ブリ2010ドメーヌ　ジャン=フランソワ＆ピエール=ルイ　ベルサン フランス 白 ¥2,520 ¥1,890¥1,890¥1,890¥1,890

35 ポマール2000ドメーヌ パラン＆ジャック・パラン フランス 赤 ¥5,040 ¥3,780¥3,780¥3,780¥3,780

36 ブルゴーニュ　シャルドネ2010ドメーヌ・ラトゥール・ジロー フランス 白 ¥3,360 ¥2,520¥2,520¥2,520¥2,520

37 マールボロ　ピノ・ノワール2009クロ・マルグリット フランス 赤 ¥3,675 ¥2,756¥2,756¥2,756¥2,756

ヌーヴェルセレクション

38 シャルドネ2011　ドメーヌ・ラ・コロンベット フランス 白 ¥1,995 ¥1,496¥1,496¥1,496¥1,496

39 シャトー・シャンスネッツ2000 フランス 赤 ¥1,890 ¥1,418¥1,418¥1,418¥1,418

40 シラー・カベルネソーヴィニヨン　1500ml　ヴェルニサージュ フランス 赤 ¥3,360 ¥2,520¥2,520¥2,520¥2,520

41 クレレット・ド・ディ ブリュット ビオ　ジャイヤンス フランス 白 ¥2,730 ¥2,048¥2,048¥2,048¥2,048

42 プイィ・フュメ2011エリック・ルイ フランス 白 ¥3,465 ¥2,599¥2,599¥2,599¥2,599

43 メヌトゥ・サロン ルージュ2011エリック・ルイ フランス 赤 ¥3,150 ¥2,363¥2,363¥2,363¥2,363

44 クール・ド・クレイ モンルイ・シュル・ロワール ブリュット フランス 白 ¥2,730 ¥2,048¥2,048¥2,048¥2,048

45 クレマン・ド・ブルゴーニュ ブラン・ド・ブラン　ルーデュモン フランス 白 ¥3,045 ¥2,284¥2,284¥2,284¥2,284

46 ブルゴーニュ ブラン キュヴェ・ファミーユ　ルーデュモン フランス 白 ¥3,045 ¥2,284¥2,284¥2,284¥2,284

47 ブルゴーニュ ルージュ2010　ルーデュモン フランス 赤 ¥3,150 ¥2,363¥2,363¥2,363¥2,363

48 サヴィニー・レ・ボーヌ ルージュ2010　ルーデュモン フランス 赤 ¥4,410 ¥3,308¥3,308¥3,308¥3,308

49 ブルゴーニュ ルージュ ムティエ2011アンリマニャン フランス 赤 ¥2,940 ¥2,205¥2,205¥2,205¥2,205

50 リウ・リウ2012ボデガス・コパボーカ スペイン 白 ¥1,890 ¥1,418¥1,418¥1,418¥1,418

100％シラー。コウマ・アコとは、オキシタンの言葉でフランス語ではComme Ca、つまり本当のピュ アなシラー の味わいはこうだよ！

という思いと、 大好きなエドモンド・ボーダンという漫画家の 作品に同じ 題名があり、このキュヴェ名に決定した。

わずかにグレープフルーツ、柑橘類の香りもあります。 非常に凝縮した深遠なアロマがあります。

 口に含むと、フィニッシュまでしっかりと素晴らしい酸味がワインを支えています。

ドメーヌ・パランのワインはエレガントと力強さの完璧なバランスを求めた、パラン家の厳格な努力 の結晶です。

しなやかでドライなラトゥール・ジローのシャルドネはACムルソーの境界線 近くから収穫される。

 ごく一部に新樽を用いて熟成。柔らかく繊細な構造と ムルソーを思わせる味わいがあります。

輝きのある明るいクリムゾンレッド。

 赤いサクランボや数えきれないほどのスミレのアロマがたっぷりと口いっぱいに広がり、長い余韻へと続きます。

仏「ジョエル・ロブション」グループ御用達。IGP Côteaux du Libron。海風＋石灰質＝ﾋﾟｭｱ＆繊細

本当に大切なものは、目には見えない。「星の王子さま」 in ロワール。果実味たっぷりでとてもバランスが良い、お腹がすくメヌ

トゥー・ルージュ

♡型ﾗﾍﾞﾙ。ｼｭﾅﾝ100%。樹齢50年のVV。約36ヵ月間ﾋﾞﾝ熟成

「ワイン通じてアジアの架け橋に」。仲田晃司入魂の作品集。シャルドネ100%。人気商品

「家族のｷｭｳﾞｪ」。ﾋﾞｵ（AB認証）のACｳﾞｨﾚ･ｸﾚｯｾのﾃﾞｸﾗｾ。樽不使用

20%はジュヴレなどをデクラセした、ワンランク上のACブルです。

バルザックの「谷間の百合」（1835年）にも登場する名門プティ・シャトーより、世紀の傑出年。Premières Côtes de Bordeaux。ﾒﾙﾛ

60%、ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ40%

世界20ヶ国で大きな反響を巻き起こしている、ハンドバッグ型BIB

「クレレット・ド・ディ」の代名詞的な生産者の誇る、ビオロジーキュヴェ。クレレット・ブランシュ100%。シャンパーニュ方式による本格派

の辛口。

本当に大切なものは、目には見えない。「星の王子さま」 in ロワール。シレックス主体の土壌で、フリンティ＆ミネラリーな「これぞプ

イィ・フュメ」

優良区画「レ・プランショ・デュ・ノール」より。お買い得作品

ジュヴレ新世代ネットワークから生まれた大型新人。温故知新の「新ジュヴレ」を体感していただけます

「寿司と刺身に合うワイン」というコンセプトで、マドリード在住のノブヤ・オオサワシェフとの共同研究によって誕生した白ワインです。



中川ワイン販売

番号 　　　商　　品　　名 産地 　　希望小売価格 ご予約価格 メモ

51 クロラシャンス　ソーヴィニヨンブラン　2010　 アメリカ 白 ¥2,310 ¥1,733¥1,733¥1,733¥1,733

52 クロラシャンス　シャルドネ2011 アメリカ 白 ¥2,310 ¥1,733¥1,733¥1,733¥1,733

53 ゼラバック　シャルドネ　2009 アメリカ 白 ¥1,890 ¥1,418¥1,418¥1,418¥1,418

54 ラフォン　シャルドネ2010　サンタバーバーラワイナリー アメリカ 白 ¥3,675 ¥2,756¥2,756¥2,756¥2,756

55 ノリア　シャルドネ　2011　ナカムラ セラーズ アメリカ 白 ¥4,830 ¥3,623¥3,623¥3,623¥3,623

56 ラフォン　ピノノワール2010　サンタバーバーラワイナリー アメリカ 赤 ¥3,675 ¥2,756¥2,756¥2,756¥2,756

57 ゼラバック　メルロ2010　 アメリカ 赤 ¥1,890 ¥1,418¥1,418¥1,418¥1,418

58 デコイ　メルロ　2010　ダックホーン・ヴィンヤーズ アメリカ 赤 ¥3,990 ¥2,993¥2,993¥2,993¥2,993

59 ペドロンチェリ　ジンファンデル2010 アメリカ 赤 ¥2,415 ¥1,811¥1,811¥1,811¥1,811

60 ロドニーストロング　カベルネソーヴィニョン　2009 アメリカ 赤 ¥3,150 ¥2,363¥2,363¥2,363¥2,363

61 ホーニッグ　カベルネソーヴィニョン　2010 アメリカ 赤 ¥5,250 ¥3,938¥3,938¥3,938¥3,938

62 ラフォン　シラー　2010　サンタバーバーラワイナリー アメリカ 赤 ¥3,675 ¥2,756¥2,756¥2,756¥2,756

ワイングッズ

番号 　　　商　　品　　名 産地 　　希望小売価格 ご予約価格 メモ

63 ワインオープナー ¥1,050 ¥788¥788¥788¥788

64 スクリュープル・ワインオープナー ¥2,100 ¥1,575¥1,575¥1,575¥1,575

65 バキュバン ¥1,617 ¥1,213¥1,213¥1,213¥1,213

66 バキュバン替栓 ¥819 ¥614¥614¥614¥614

67 トレシー ¥1,365 ¥1,024¥1,024¥1,024¥1,024

68 プライベート・プリザーブ ¥1,890 ¥1,418¥1,418¥1,418¥1,418

69 リーデル・ヴィノム・ボルドー ¥3,675 ¥2,756¥2,756¥2,756¥2,756

70 リーデル・ヴィノム・ブルゴーニュ ¥3,675 ¥2,756¥2,756¥2,756¥2,756

71 リーデル・オヴァチュア・レッドマグナム ¥1,785 ¥1,339¥1,339¥1,339¥1,339

72 リーデル・オヴァチュア・レッド ¥1,575 ¥1,181¥1,181¥1,181¥1,181

ホワイトハウスやオーガスタGCで使用されるまでになったアメリカンドリームを成し遂げたワイナリーが作るスタンダードワイン。

樽熟成、マロラクティック発酵を行っていないこのシャルドネはまるでボールいっぱいのフレッシュフルーツがグラスに入っているよう

なさわやかな飲み口です。

ほのかなリンゴや洋なしの香りを感じ、徐々に芳醇なパイナップルや桃の香りが広がります。まろやかな口当たりがとても印象的で

す。

夕刻から朝にかけての霧が畑を包み涼しい夜と、霧が明けてからの十分な日照が大きな気温差を作り、しっかりとした果実味とかっ

ちりとした酸の大きな味わいをもたらします。

醸造家は中村倫久氏。ノリアは日本食に合うワインを目標に、それに適したブドウと地区の選択。柔軟かつ厚みのある口当たり、複

雑性、粘りのある酸と心地よい余韻を実現。ライム、洋梨、アプリコットといった果実のアロマにハーブ香が心地よく漂います。

涼しい夜はシラーにスパイシーさを与え、日中の太陽が十分に熟したベリーフレーバーを作る。ソフトでしなやかなシラー。

昼夜の気温差が酸と果実がバランスした無理のないエレガントなピノノワールとなります。

丸みのあるタンニンが大変エレガントに仕上がっています。黒スグリ、ブラックチェリー、ヴァニラが豊かに香ります。

持続可能農法認証を取得。ブラックベリー、ココア、カラントがコクを、ブラックチェリーとヒマラヤ杉、カシスが熟したタンニンとともに

しっかりとしたストラクチャーを作り出します。

高級ワイン産地、ラザフォードのベストバリューワイン。カベルネソーヴィニヨンの産地として有名なラザフォード。アメリカンオーク１

８ヶ月。美味しいタンニン。素晴らしいバランスのワインです。

ナパのメルローを世に知らしめた立役者。クランベリーとコクのある黒いベリー系の香りに白胡麻や林床のアロマが絶妙なバランス

で感じられます。

引き締まった果実味、上品な酸味がバランスよく感じられます。


