【３年以上連続金賞ワインリスト】

＊各ボトルには、現行のメダルが貼られています。

No

1

2

国

生産地

フランス

フランス

アルザス

アルザス

色

白

白

金賞

商品名
【メーカー名】

連続年

7年連続

【オルシュヴィレール】

5年連続

アルザス
ゲヴュルツトラミネール

金賞

コメント

格付

参考価格
（税別）

Bar-Code

アルザス産のリースリングワイン
は、公式コンクールにて金賞を受
賞。華やかでフルーティな香り、熟
した果実味でコクのある味わいはと
ても美味！

A.O.P.

¥1,700

3187854480138

アルザスワインの品評会でメダルを
頻繁に獲得するワインは、華やかで
フローラルな香りとコクのある心地
良い味わいが絶品です！

A.O.P.

¥2,300

3187857480135

南仏産のシャルドネ種は、10年連
続ワインコンクールにて金賞を受
賞！たっぷりと熟した香ばしいアロ
マ、柔らかい酸味とコクのある果実
味は絶品！

I.G.P

¥1,500

3700059200167

南仏産のワインは、熟した南国の柑
橘系の果実を想わせる香りと爽やか
でジュシーな果実味が美味！10年
以上金賞を連続受賞、専門誌でも高
評価を得ているもの！

A.O.P.

¥1,500

3700059200020

ｼﾗｰ100%

2010年：ラングドックルーションコンクール2011 金賞
2011年：フランス IGP コンクール2012 金賞
2012年：南仏コープコンクール2013 金賞
2013年：ラングドック ルーション コンクール 2014 金賞
2014年：ラングドックルーションコンクール2015 金賞
2015年：ラングドックルーションコンクール2016 金賞
2016年：南仏コープコンクール 2017 金賞

ワインコンクールにて金賞を受賞し
た赤ワイン！スパイシーな風味でま
ろやかな渋みが調和良く溶け込んで
います！

I.G.P

¥1,100

3760143143282

2016

ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ100%

2012年：南仏コープコンクール2013 金賞
2013年：カベルネインターナショナルコンクール2014 金賞
2014年：フランスIGPコンクール2015 金賞
2015年：カベルネインターナショナルコンクール2016 金賞
2016年：ヴィナリスナショナルコンクール2017 金賞

南フランス産のカベルネは、濃い色
合いでスパイシーな風味と熟したベ
リー系の果実味が楽しめるコクのあ
る味わいです！

I.G.P.

¥1,100

3760143144166

2016

ﾋﾟﾉﾉﾜｰﾙ100%

2012年：ラングドックルーションコンクール2013 金賞
2013年：フランスIGPコンクール2014 金賞
2014年：ジルベールエガイヤール2015 金賞
2015年：ジルベールエガイヤール2016 金賞
2016年：ジルベールエガイヤール2017 金賞

南仏産のピノノワール・ワインは優
雅で、木苺やブラックベリーのよう
な果実の風味とソフトな口当りがと
ても魅力的なもの！

I.G.P.

¥1,500

3760143144180

年代

画像

葡萄品種

2016

ﾘｰｽﾘﾝｸﾞ100%

2016

ｹﾞｳﾞｭﾙﾂﾄﾗﾐﾈｰﾙ100%

2012年：コルマールコンクール2013 金賞
2013年：コルマールコンクール2014 金賞
2014年：パリ農業コンクール2015 金賞
2015年：パリ農業コンクール2016 金賞
2016年：パリ農業コンクール2017 金賞

【オルシュヴィレール】

シャルドネ

3

フランス

オック

白

11年連続 ボーヴィニャック
金賞

2016

ｼｬﾙﾄﾞﾈ100%

2016

ﾋﾟｯｸﾌﾟｰﾙﾄﾞﾋﾟﾈ100%

【レ コスティエール ド ポメロル】

ピックプール ド ピネ

4

フランス

ラングドック

白

12年連続 ボーヴィニャック
金賞

【レ コスティエール ド ポメロル】

5

6

7

フランス

フランス

フランス

オック

オック

オック

赤

赤

赤

7年連続
金賞

5年連続
金賞

5年連続
金賞

シラー
ヴィエイユ ヴィーニュ

2016

【アルマ セルシウス】

カベルネ ソーヴィニヨン
ヴィエイユ ヴィーニュ
【アルマ セルシウス】

ピノ ノワール
キュヴェ スペシャル

受賞歴

2010年：コルマールコンクール2012 金賞
2011年：パリ農業コンクール2013 金賞
2012年：パリ農業コンクール2013 金賞
2013年：パリ農業コンクール2015 金賞
2014年：パリ農業コンクール2015 金賞
2015年：パリ農業コンクール2016 金賞
2016年：パリ農業コンクール2017 金賞

アルザス リースリング

金賞

規格：750ml/12本入

【アルマ セルシウス】

＊ワインは全て定温コンテナ輸入及び、定温管理を行っております。

2007年：シャルドネデュモンド2008 金賞
2008年：パリ農業コンクール2009 金賞
2009年：パリ農業コンクール2010 金賞
2010年：ラングドックルーションコンクール2011 金賞
2011年：ラングドックルーションコンクール2012 金賞
2012年：シャルドネデュモンド2013 金賞
2013年：パリ農業コンクール2014 金賞
2014年：パリ農業コンクール2015 金賞
2015年：ヴィナリスインターナショナルコンクール2016 金賞
2016年：パリ農業コンクール2017 金賞
2007年：南仏コープコンクール2008金賞
2008年：パリ農業コンクール2009金賞2009
2009年：パリ農業コンクール2010金賞
2010年：パリ農業コンクール2011金賞
2011年：パリ農業コンクール2012金賞
2012年：パリ農業コンクール2013金賞
2013年：パリ農業コンクール2014金賞
2014年：ラングドックルーションコンクール2015金賞
2015年：パリ農業コンクール2016金賞
2016年：ジルベールエガイヤール2017金賞

1

㈱ローヤルオブジャパン

【３年以上連続金賞ワインリスト】

＊各ボトルには、現行のメダルが貼られています。

No

8

9

国

生産地

フランス

フランス

シュド ウエスト

ボルドー
シューペリュール

色

赤

赤

金賞
連続年

9年連続
金賞

8年連続
金賞

商品名
【メーカー名】

年代

レ グラニティエール ルージュ
【ヴィノヴァリ】

2016

シャトー ド スガン ルージュ
【シャトー元詰】

2015

シャトー ド スガン

10

フランス

ボルドー
シューペリュール

赤

11年連続 キュヴェ プレステージ
金賞

11年連続
フランス

ブルゴーニュ

白

金賞

4年連続
フランス

ブルゴーニュ

白

金賞

13

フランス

ブルゴーニュ

赤

金賞

イタリア

マルケ

赤

Bar-Code

ｶﾞﾒｲ80%
ﾃﾞｭﾗｽ10%
ﾌﾞﾛｰｺﾙ10%

2008年：パリ農業コンクール 金賞
2009年：パリ農業コンクール 金賞
2010年：インターナショナルデュガメイ 金賞
2011年：リヨンコンクール2012 金賞
2012年：ガイヤックワインコンペティション2013 金賞
2013年：フランスIGPコンクール2014 金賞
2014年：カステルサラサンワインコンペティション2015 金賞
2015年：ジルベールエガイヤール2016 金賞
2016年：フランスIGPコンクール2017 金賞

フランス南西地方産の赤ワインは、
毎年ゴールドメダルを獲得する優れ
もの！華やかな果実の風味とソフト
な渋みはとてもマイルドで美味！

I.G.P

¥1,050

3272590049050

ﾒﾙﾛｰ70%
ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ30%

2008年：パリ農業コンクール 金賞
2009年：パリ農業コンクール 金賞
2010年：ボルドーコンクール2012 金賞
2011年：パリ農業コンクール2013 金賞
2012年：ジルベールエガイヤール2014 金賞
2013年：ジルベールエガイヤール2015 金賞
2014年：ジルベールエガイヤール2016 金賞
2015年：ジルベールエガイヤール2017 金賞

自社シャトー所有の畑のみで丹念に
作る赤ワインは、頻繁にメダルを受
賞。果実味豊かで調和の取れたソフ
トな口当たりが魅力です！

A.O.C.

¥2,100

5745650339180

日当たりが良く、樹齢の古い最良の
畑で作られる赤ワイン。高級オーク
の新樽で12ヶ月間の熟成を行う、
力強く芳醇な風味をもった豪華な逸
品！

A.O.C.

¥2,900

3569190000254

樹齢30年以上の古木から作られた
極旨シャブリ！ミネラル感たっぷり
で新鮮な口当りに熟した果実の風味
が楽しめる別格の味わい！

A.O.P.

ｵｰﾌﾟﾝ

3760165600176

４年連続 サンジョヴェーゼ マルケ
オーガニック
金賞

受賞歴

2006年：アキテーヌ（ボルドー）コンクール 金賞
2007年：ボルドーコンクール 金賞
2008年：ボルドーコンクール 金賞
2009年：ボルドーコンクール 金賞
2010年：パリ農業コンクール2012 金賞
2011年：ヴィナリスインターナショナルコンクール2013 金賞
2012年：ジルベールエガイヤール2014 金賞
2013年：パリ農業コンクール2015 金賞
2014年：ジルベールエガイヤール2016 金賞
2015年：ブリュッセルコンクール2017 金賞
2008年：バーガンディアドール2009 金賞
2009年：ジルベールエガイヤール 金賞
2010年：ジルベールエガイヤール 金賞
2011年：フェミナリーゼ2012 金賞
2012年：フェミナリーゼ2013 金賞
2013年：ジルベールエガイヤール 金賞
2014年：ジルベールエガイヤール2015 金賞
2015年：ジルベールエガイヤール2016 金賞
2016年：フェミナリーゼ2017 金賞
2017年：フェミナリーゼ2018 金賞

2015

2017

ｼｬﾙﾄﾞﾈ100%

2016

ｼｬﾙﾄﾞﾈ100%

2013年：ジルベールエガイヤール 金賞
2014年：ジルベールエガイヤール2015 金賞
2015年：ジルベールエガイヤール2016 金賞
2016年：ジルベールエガイヤール2017 金賞
2016年：アシェットガイド誌 2018 クープド クール受賞

ブルゴーニュの北部と南部のシャル
ドネをブレンドしたバランスの良い
ブルゴーニュ・シャルドネ。華やか
な香りとミネラル感豊富なコクのあ
る風味はとても美味！

A.O.P.

ｵｰﾌﾟﾝ

3760165600053

2017

ﾋﾟﾉﾉﾜｰﾙ100%

2013年：ジルベールエガイヤール 金賞
2014年：ジルベールエガイヤール2015 金賞
2015年：ジルベールエガイヤール2016 金賞
2016年：ジルベールエガイヤール2017 金賞
2017年：バーガンディアドール2018 金賞

ブルゴーニュの北部と南部のピノノ
ワールをブレンドしたバランスの良
いピノノワール。ブラック・チェ
リーやフランボワーズを想わせる華
やかな香りと風味は美味！

A.O.P.

ｵｰﾌﾟﾝ

3760165601036

2016

ｻﾝｼﾞｮｳﾞｪｰｾﾞ100%

2013年：ベルリンワイントロフィー2014
2014年：ベルリンワイントロフィー2015
2015年：ベルリンワイントロフィー2016
2016年：ベルリンワイントロフィー2017

イタリアの赤ワインで最も人気品種
の “サンジョヴェーゼ”。 ヘル
シーに熟した果実のフルーティな香
りと心地よいスパイシーな風味が楽
しめます！

I.G.T.

¥1,250

8004006003609

ブルゴーニュ ピノノワール
【クロズリー デ アリズィエ】

14

参考価格
（税別）

ブルゴーニュ シャルドネ
【クロズリー デ アリズィエ】

5年連続

格付

シャブリ ヴィエイユ ヴィーニュ
【クロズリー デ アリズィエ】

11

コメント

葡萄品種

ﾒﾙﾛｰ75%
ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ23%
ﾌﾟﾃｨｳﾞｪﾙﾄﾞ2%

【シャトー元詰】

12

画像

規格：750ml/12本入

【カンティーネ ヴォルピ】

＊ワインは全て定温コンテナ輸入及び、定温管理を行っております。

2

金賞
金賞
金賞
金賞

㈱ローヤルオブジャパン

