第36回

寿屋 ワイン頒布会

気 軽に楽しんでいただけるワインを
毎月２本 お届けいたします。
スタンダ ードコー ス

ラングドック レ・ザマンディエ 2017
生産者：シャトー・ド・ラ・リクイエール 生産地：フラン
ス ラングドック地方 ブドウ品種：グルナシュ30％、
ルーサンヌ20％、マルサンヌ、テレット、ヴィオニエ、ク
レレット、ヴェルメンティーノ各10％ タイプ：白／辛口

￥3,6 8 0×６回（ 税 込 ）

リースリング シルバーベルク
クーベーアー トロッケン 2016
生産者：カール・ファフマン 生産地：ドイツ ファルツ地
方 ブドウ品種：リースリング100％ タイプ：白／辛口

ちょっと贅 沢なワインを
毎月１本 お届けいたします。
プレミア ムコー ス

￥5,9 2 0×６回（ 税 込 ）

タルターニ ブリュット タシェ 2012
生産者：タルターニ・ヴィンヤード 生産地：オースト
ラリア ヴィクトリア州 ブドウ品種：シャルドネ53
％、ピノノワール44％、ピノムニエ3％ タイプ：スパ
ークリング／辛口

葡萄は小さいかごで手摘み収穫。年間生産量は15,000
本です。新鮮なリンゴ、洋ナシ、柑橘類の爽やかなアロ
マがあります。焼き魚や甲殻類と合います。

単一畑、ヴァルシュハイマー シルバーベルクのリース
リング。柑橘類や青リンゴの香りなど、トロピカルなニ
ュアンスが特徴。黄色い果実の風味があり、畑からのミ
ネラルも感じられるフレッシュな味わいです。

カッシーナキッコ ランゲネッビオーロ 2016

レゼルヴ スペシアル シラー 2016

ネプリカ ロッソ 2016

生産者：カッシーナキッコ 生産地：イタリア ピエモ
ンテ州 ブドウ品種：ネッビオーロ100％ タイプ：赤
／ミディアムボディ

生産者：ジェラール・ベルトラン 生産地：フランス
ラングドックルーション ブドウ品種：シラー100％
タイプ：赤／フルボディ

近年注目を浴びる生産地、カナーレに本拠地を持つカッ
シーナキッコのネッビオーロ100％の赤。スミレやチェ
リー、スパイスの香りが優美に交差します。ローストし
た肉や熟したチーズなどと共に。

完熟したカシスなどのベリーのフレーバーに加え黒胡椒、
スパイス、ハーブの香りも備えます。ほどよいタンニン
があり、スパイスを加えた料理やジビエなどともよく合
います。

生産者：トルマレスカ 生産地：イタリア プーリア地
方 ブドウ品種：ネグロアマーロ40％、プリミティー
ヴォ30％、カベルネソーヴィニヨン30％ タイプ：赤
／ミディアム〜フルボディ

アナベラ ナパヴァレー シャルドネ 2016

ケットマイヤー ピノグリージオ 2016

生産者：マイケル・ポザーン 生産地：アメリカ カリ
フォルニア州 ブドウ品種：シャルドネ100％ タイプ：
白／辛口

生産者：ケットマイヤー 生産地：イタリア アルト・
アディジェ州 ブドウ品種：ピノグリージョ100％ タ
イプ：白／辛口

あのオーパス・ワンの隣の畑の葡萄からなる白ワイン。
柔らかく濃密な果実味とバターや黄色い果実を思わせる
豊かな香りの逸品。

アルプス地方オーストリアとの国境近くの美しい丘の上
に位置するケットマイヤー社の辛口白ワイン。熟したリ
ンゴを思わせるフルーティーなアロマ。ドライでストラ
クチャーがあり、酸とのバランスが絶妙です。

オーストラリアナンバー１ロゼスパークリングにも選ば
れたシャンパーニュ方式で作られるスパークリングです。
きめ細かな泡と上質な酸を持ち合わせております。

名門アンティノリが南イタリアのプーリア州で造る赤ワ
イン。瑞々しい果実味と滑らかな渋み、心地よい酸味と
調和の取れた味わいでどんな料理とも相性抜群です。

コルドルチャ
ブルネッロディモンタルチーノ 2013

ジュヴレ・シャンベルタン
1er エストゥルネルサンジャック 2014

ブリュット グラン クリュ NV

生産者：コルドルチャ
生産地：イタリア トスカーナ州
ブドウ品種：ブルネッロ100％
タイプ：赤／フルボディ

生産者：ドメーヌ フィリップ・ロシニョール
生産地：フランス ブルゴーニュ地方
ブドウ品種：ピノノワール100％
タイプ：赤／フルボディ

コルドルチャ社はブルネッロの生産者の中でも最大手の
一つで有名。芳香な果実の香りと樽熟からくるヴァニラ
やチョコレートの香りがうまく調和し、時間と共に広が
っていく厚みのあるボディをお楽しみください。

深みのあるルビー色。時間の経過とともに、複雑な香り
がどんどん出てきます。きれいな果実味。うまみ、温か
み。硬質でしっかりとした骨格。気品のある余韻が口中
に膨らみます。

グランクリュの葡萄のみで造られるシャンパーニュ。小
規模な造り手ですが、非常に評価が高く、数々の受賞歴
を誇ります。繊細な泡立ちとアカシアのような花の香り、
その後にアーモンドとドライフルーツの香りが広がりま
す。繊細な気泡と上品な果実を感じる味わいです。

シャトー ラグランジュ 2014

ムルソー・レ・プート・ヴィーニュ 2015

バルバレスコ リゼルヴァ 2000

生産者：シャトー元詰め
生産地：フランス ボルドー地方サンジュリアン地区
ブドウ品種：カベルネソーヴィニヨン64％、
メルロ29％、プティヴェルド7%
タイプ：赤／フルボディ

生産者：フレデリック・マニャン
生産地：フランス ブルゴーニュ地方
ブドウ品種：シャルドネ100%
タイプ：白／辛口

生産者：ロベルト・サロット
生産地：イタリア ピエモンテ州
ブドウ品種：ネッビオーロ100％
タイプ：赤／フルボディ

豊かなミネラル分に加えバターの風味や黄色い花の香り
が際立ち、南のムルソー（ヴィラージュ）よりリッチで
飲みごたえのあるムルソーになります。飲むにつれて味
わい深さが増してゆきます。

大切に熟成させたバックヴィンテージの特別なバルバレ
スコ。まさに今飲み頃で、スパイシーでかすかになめし
皮の要素が感じられるアロマ。味わいは非常にやわらか
く、エレガントです。複雑で持続性のある長い余韻が心
地よく感じられます。

生産者：シャンパーニュ・シャルル・ミニョン
生産地：フランス シャンパーニュ地方
ブドウ品種：ピノノワール55%、シャルドネ45%
タイプ：シャンパーニュ／辛口

ツインアイランズ
ソーヴィニヨンブラン 2016
生産者：ツインアイランズ 生産地：ニュージーランド
マールボロ ブドウ品種：ソーヴィニヨンブラン100％
タイプ：白／辛口
グレープフルーツやタイムなどハーブのニュアンスを持
つ爽やかな味わい。生牡蠣やムール貝などの魚介類と相
性が良く、キリッと冷やしてアペリティフにも最適。

レイウッド セントラルコースト
カベルネソーヴィニヨン 2016

マルペール 2016

フォンテルートリ バディオラ 2015

生産者：カストロ・セラーズ 生産地：アメリカ カリ
フォルニア州 ブドウ品種：カベルネソーヴィニヨン
87％、カベルネフラン6％、ジンファンデル3％、マル
ベック2％、メルロー2％ タイプ：赤／フルボディ

生産者：シャトー・ド・コワント 生産地：フランス
ラングドック地方 ブドウ品種：メルロー50％、カベ
ルネソーヴィニヨン20％、カベルネフラン20％、グル
ナッシュ10％ タイプ：赤／ミディアムボディ

生産者：マッツェイ 生産地：イタリア トスカーナ州
ブドウ品種：サンジョヴェーゼ80％、メルロ20％ タ
イプ：赤／ミディアムボディ

葡萄は全て自社畑で栽培。ベリー系の香りと、スパイシ
ーな胡椒、オーク樽熟成に由来するヴァニラの香りをま
とった濃厚な味わい。

1977年に植えた葡萄木から、極限まで熟した葡萄を摘
み取ります。しっかりとした骨格と果実のボリューム感
のある辛口。煮込み料理や牛肉料理と合わせて。

1435年より24代に渡りキャンティ･クラシコ地区でワイ
ン生産を行うマッツェイ家。しっかりとした酸味とまろ
やかな果実味の、バランスのよいエレガントな味わいの
ワインです。

メドック格付け3級。深みのある色調で、黒系果実やス
パイス、程良い樽の香りが優美に溶け込み、タンニンと
酸味の調和が見事に取れた味わいです。

※商品にワイングラスは付いておりません

たくさん の ア ンコ ー ル の 声 を い た だきまし た 。
今 年 もこ ちら の ヌヴォー お 届 け い たしま す 。

ボ ジ ョレ ー ヴ ィラ ー ジ ュ ヌ ヴ ォ ー 2 0 1 8
生産者：ドメーヌ ラニョー
価格：2,900円（税込）

（コースとは別のお申込みとなります。
）

オプションで ボジョレー・ヌヴォーを
お申し込みいただけます。

ワイン一家が家族で造り上げる手造りヌヴォー。ヌヴォーコンクールで数々のメ
ダルを獲得しています。古木から造られるしっかりとした旨み、エレガントなコ
クも感じられる、誰もが「このワイン、おいしい」と素直に感じる味わいです。

たくさんのワインの中から、時 間をかけて丁 寧に選 びました。
私たちが本 当においしいと納 得したワインだけをお届けします 。
頒布期間
頒布会費

（税込価格です）

お支払い

2018年10月より2019年3月まで。毎月20日以降にお届けします。
スタンダードコース

￥3,680×６回

プレミアムコース

￥5,920×６回

①直接寿屋からお届けの場合は、商品をお届けの際にお支払いください。
②下記にお振り込みいただくこともできます。
お振込み先：富山第一銀行 堤町支店
北陸銀行 富山丸の内支店
富山信用金庫 丸の内支店
富山花園町郵便局

当座
当座
当座
口座

000362
1509010
53763
00750-1-31484

③コンビニエンスストアの窓口でもお支払いいだけます。
ご成約いただいた方に ○ 湘南レモンミックスナッツ × １
右記を各1個プレゼント
 奈川県産の「レモン」と
神
いたします。
新感覚オレンジ「湘南ゴールド」を使用した
※12月にワインと一緒にお届
柑橘スパイスソルトで味付け。
けする予定です。一括お届
爽やかな風味が白ワインにぴったりです。
けの方は、11月の予定です。
○ 10 0 ％ドライいちじく × １
 物繊維が豊富で鉄分も含まれ、
食
脂質の少ない「果物100％」のドライフルーツ。
赤ワインと合わせてお召し上がり下さい。

お届けするワインに
関して右記ご了承
ください。

○ワインの年号（ヴィンテージ）が変更される場合がございます。
○輸出国・輸入便等の不測の事態により、頒布時期が変動する場合がございます。
○エチケット（ラベル）
・ボトルのデザインが変更になることがあります。
○商品は簡易包装でのお届けとなります。
○ワインはデリケートです。お届け後は、品質保持のため、冷暗所での保管をお願いいたします。

株式会社

寿屋

富山県富山市上赤江町 2 丁目11- 26

TEL 076 - 443 - 2771   FAX 076 - 432 - 5692

業務用卸部

富山県富山市下赤江町 2 丁目5 - 38

TEL 076 - 443 - 6115   FAX 076 - 443 - 6116

ことぶきや 婦中店

富山県富山市婦中町速星 92 - 1

TEL 076 - 465 - 1315   FAX 076 - 465 - 1319

石川県野々市市堀内 4 丁目23

TEL 076 - 255- 0350

本社

【関連会社】

株式会社 寿屋 浦田

FAX 076 - 255- 0701

