『 2本 詰めセット』

スペイン紅白セット
FG-35

ご注文No.
(一般市価￥4,320)

スペイン赤+ドイツ白 紅白セット
FG-55

(￥3,780.-/box税込)

ご注文No.
(一般市価￥8,100)

(￥5,940.-/box税込)

スペイン(赤) オーガニックワイン
(例: ArUspide Tempranillo)
～スペイン最高のワインメーカー
Federico Lucendo Diaz～
スペインのワインメーカーにとって
最高の栄誉であるベスト ワインメーカー
オブ スペイン2009の栄冠に輝いた
醸造所[アルスピデ]のワイン

スペイン(赤+白)
｢KING&QUEEN-Tempranillo｣
｢KING&QUEEN-Verdejo｣
(DOトロにあるモンテ・ラ・レイナ社の農園は、
のどかに広がるベガ・デル・デゥエロの盆地を見
渡す絶好の場所に存在しています。2004年の
創業より、化学肥料や農薬、殺虫剤を一切使わ
ない自然農法によるブドウ造りに取り組んでき
ました。

ﾄﾞｲﾂﾅｰｴ(白辛口)
(例: [UNPLUGGED]Riesling
KABINETT -Trocken)

フランスシャンパーニュ（白/ 辛口）
ご注文No.

CH-1-70

(￥7,560.-/box税込)

Mousse Fils SPECIAL CLUB

地区：ｳﾞｧﾚ･ﾄﾞ･ﾗ･ﾏﾙﾇ/ｷｭｲｽﾙ村

2006 (ﾑｰｾ･ﾌｨｽ･ｽﾍﾟｼｬﾙｸﾗﾌﾞ)

ピノ･ムニエ100％。「クラブ･トレゾール ド シャンパーニュ」
に認められた逸品です。
4つある自社畑の中で最も素晴らしい畑の原料のみを使うため生産数量がわずかとなります日本への年間出荷量560本。
専用化粧箱入。
スペシャルクラブとは、
シャンパンハウスの作り手達が集まり、基準を満たしたものだけに与えられる
「称号」
のようなもので
シャンパーニュ地方の旧家出身である12人のワイン醸造家が集い、彼らの上級キュヴェを通じてシャンパーニュの独創性を
より深く知ってもらうため、土地の個性を表現した優れた年のヴィンテージ・シャンパーニュのみを対象に、最低3年以上の
瓶熟成を義務づけ、瓶詰め前と発売前に委員会とエノロジストによる試飲検査に合格したもののみ、販売が認められていま
す。(現在は32名が参加)

『 2本 詰めセット』

フランス赤+カリフォルニア赤
ご注文No.

FC-2-100

赤ワイン2本セット

(￥10,800.-/box税込)

｢Gevrey Chambertin ジュヴレ・シャンベルタン2011 ｣
ナポレオンがこよなく愛した特級畑「シャンベルタン」
を有するブルゴーニュ
きっての銘醸村のワイン。豊かな芳香と繊細でいて重厚な味わいは格別です。
｢SCOTT Family ESTATE ｣
ｽｺｯﾄ･ﾌｧﾐﾘｰ･ｴｽﾃｰﾄ

モントレーの中でも特に冷涼な気候のアロヨ・セコ長い時間葡萄が成熟するので、豊かな表現力と深みを得ます。
そうして醸造されるワインは、
リッチな果実感と複雑性を備えたブルゴーニュスタイルのワインのようです。

D EU TSCHERドイツW I N E

1本 詰めセット
1-20

ご注文No.
(一般市価￥3,294)

(￥2,160/box税込)
(中辛口1本/Set)

カビネットクラス 1本/Set
ﾓｰｾﾞﾙﾜｲﾝ ×1本(中口~やや辛口白)
(例: Zeltinger Himmelreich Riesling KABINETT)

1-30

ご注文No.
(一般市価￥4,536)

(￥3,240/box税込)
(中辛口1/Set)

ギフトセット

DEUT S CH ERドイツW INE

2本詰めセット
2-30

ご注文No.
(一般市価￥4,860)

2 本 詰めセット

(￥3,240/box税込)
(やや辛口2本/Set)

クーベーアークラス
やや辛口+辛口 2本/Set
ﾓｰｾﾞﾙﾜｲﾝ ×1本(やや辛口白)
ﾊﾞｰﾃﾞﾝﾜｲﾝ ×1本(辛口白)
(例: *Piesprter Michelsberg Q.b.A.
*Baden Gewurztraminer)

2-40

ご注文No.
(一般市価￥6,264)

シュペートレーゼクラス 1本/Set

カビネットクラス 2本/Set

ﾅｰｴﾜｲﾝ 或はﾗｲﾝﾍｯｾﾝﾜｲﾝ ×1本(中辛口~辛口白)
(例: Meddersheimer Riesling SPÄTLESE-trocken

ﾓｰｾﾞﾙﾜｲﾝ ×1本(中辛口白)
ﾅｰｴ或はﾗｲﾝﾍｯｾﾝﾜｲﾝ ×1本(中辛口白)
(例: *Piespoter Goldtropfchen Riesling KABINETT
*Mainzer Domherr KABINETT )

1-40

ご注文No.
(一般市価￥5,454)

(￥4,320/box税込)
(辛口1本/Set)

2-50

ご注文No.
(一般市価￥7,236)

(￥5,400/box税込)
(辛口1本+甘口1本/Set)

シュペートレーゼクラス 1本/Set
(ﾎﾞｯｸｽﾎﾞｲﾃﾙ瓶辛口白)

カビネットクラス(辛口) 1本
シュペートレーゼクラス(甘口)

ﾓｰｾﾞﾙﾜｲﾝ ×1本(中口~やや辛口白)
(例: Zeltinger Himmelreich
Riesling KABINETT)

ﾓｰｾﾞﾙﾜｲﾝ ×1本(甘口白)
ﾗｲﾝｶﾞｳﾜｲﾝ或はﾅｰｴﾜｲﾝ ×1本(辛口白)
(例:*Hochheimer Kirchenstuck Riesling
KABINETT-trocken
*Piespoter Goldtropfchen Riesling SPÄTLESE)

2-80

1本

*ご進物の際は、弊社ラッピングでお届けします。
*消費税は別途申し受けます。
*全国送料無料

(一部地域を除く)

（沖縄･離島に関しましては実費請求させて頂きます。）

〒108-0075

東京都港区港南5-4-12

株式会社 ヤマオカゾーンプラス
Yamaoka Sohn Plus A.G.

TEL:03-5463-8680 FAX:03-5463-6166

ドイツワイン (ロゼ+白)2本詰
*推奨

2-45

ご注文No.
(￥4,860/box税込)
(一般市価￥6,696)
*ドイツワインロゼ+白
ファルツ地方ロゼワイン辛口
ラインヘッセン地方白ワイン/Set
(例: *Villa Wolf Pino-Noir Rose
*Villa Wolf Riesling Dry

3-70

ご注文No.
(￥8,400/box税込)
(一般市価￥14,000)(ﾄﾞｲﾂ赤+ﾄﾞｲﾂ辛口白/Set)

ご注文No.
(￥7,350/box税込)
(一般市価￥11,000) (甘口1本+辛口2本/Set)

*ドイツワイン紅白
ラインガウ地方赤or ﾗｲﾝﾍｯｾﾝ地方赤
特級格付け辛口白 1本

カビネットクラス 1本
シュペートレーゼクラス 1本
アウスレーゼクラス 1本

2-100

ご注文No.
(一般市価￥16,000)

1本

(￥10,500/box税込)
(甘口1本+辛口2本/Set)

特級格付け辛口白 1本
デザートワイン 1本
ﾓｰｾﾞﾙﾜｲﾝ ×1本（ﾃﾞｻﾞｰﾄ白）
ﾗｲﾝｶﾞｳﾜｲﾝ或はﾗｲﾝﾍｯｾﾝﾜｲﾝ ×1本(辛口白)
(例: *Piesporter Goldtröpfchen Riesling AUSLESE
*Wittmann AULERDE-Trocken

フランス赤+ドイツ白

セット

FG-50

ご注文No.
(￥5,250/box税込)
(一般市価￥7,000)
(ﾌﾗﾝｽ赤1本+ﾄﾞｲﾂ辛口1本/Set)
ブルゴーニュ赤ワイン 1本

(例: Bourgogne Pinot-Noir 2010)

カビネットクラス(辛口白)

ﾓｰｾﾞﾙﾜｲﾝ(甘口) ×1本
ﾅｰｴﾜｲﾝ(辛口) ×1本
ﾗｲﾝﾍｯｾﾝﾜｲﾝ(辛口) ×1本
(例: *UNPLUGGED TESCH
*Oppenheimer PinotGrigio SPÄTLESE-Trocken
*Piesporter Goldtröpfchen Riesling AUSLESE

3-100

ご注文No.
(￥10,500/box税込)
(一般市価￥16,000)
(甘口+中辛口+辛口/Set)
アウスレーゼクラス甘口白 1本
シュペートレーゼクラス辛口白 2本
ﾗｲﾝﾍｯｾﾝﾜｲﾝ(辛口白) ×1本
ﾅｰｴﾜｲﾝ(中辛口白) ×1本
ﾓｰｾﾞﾙ或はﾗｲﾝﾍｯｾﾝﾜｲﾝ(ﾃﾞｻﾞｰﾄ甘口白) ×1本
(例: *Urziger Wurzgarten Riesling AUSLESE
*Piesporter Goldtröpfchen Riesling AUSLESE

ﾌﾗﾝｽ赤+ﾄﾞｲﾂ白+ｱﾒﾘｶ赤/セット
FCG-70

ご注文No.
(￥7,350/box税込)
(一般市価￥10,700)
(ﾌﾗﾝｽ赤+ｱﾒﾘｶ赤+ﾄﾞｲﾂ中辛口白/Set)

フランス(赤)

ドイツ(白)

※のし･用途
【お中元】
【ご自宅用】
【紅白無地のし蝶結び）】【御
祝（蝶結び）】
【粗品】
など
のし紙の内容は承り用紙へご記入ください。
※中元のしをご指定の場合は、短冊のしとなります。

3本詰めセット

ﾗｲﾝｶﾞｳ赤ﾜｲﾝ ×1本
ﾗｲﾝｶﾞｳ或はﾗｲﾝﾍｯｾﾝﾜｲﾝ(辛口白) ×1本
(例: *Assmannshauser Pinot-Noir
*Sieberdinger im Sonnenchein GROSSES GEWÄCHS

(￥4,320/box税込)
(中辛口2本/Set)

ギフトセット

フランス(赤)

1本

フランスブルゴーニュ赤ﾜｲﾝ

(例: Wittmann Scheurebe (trocken=dry)

(例: Bourgogne Rouge )

1本

ドイツ(白)

フランス赤+ドイツ白
FG-100

ご注文No.
(一般市価￥16,000)

セット

(￥10,500/box税込)
紅白ﾜｲﾝ２本組

フランスブルゴーニュ(赤)

(例: Gevrey Chambertin 2010)

ドイツ(白)

シュペートレーゼクラス (甘口白)

(例: Steinberger Riesling SPÄTLESE)

1本

カビネットクラス(やや辛口)白ﾜｲﾝ
(例: Mainzer Domherr KABINETT)

カリフォルニア(赤)

ナパヴァレー赤ﾜｲﾝ

1本

1本

(例: Cabernet Sauvignon , California2010)

