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ΧϯςΟʔωɾσΠ

τεΧʔφभɹΧϯςΟʔωɾσΠɹ

CANTINE DEI
MARTIENA TOSCANA BIANCO

ROSA TOSCANA ROSATO

ϚϧςΟΤʔφɾτεΧʔφɾϏΞϯί

ϩʔβɾτεΧʔφɾϩβʔτ

輝きのある麦わら黄色 。トロピカルフ
ルーツや白い 花 、黄 色い 花 のフレッ
シュで複雑なアロマ。良好な酸とミネ
ラルがあり、骨格を支えてくれている。
クリスピーな味わいが心地よい。

タイプ

白／辛口
ぶどう品種

トレッビアーノ、マルヴァジア、
グレケット

淡 いピンク 色 。チェリー やストロ ベ
リー、ラズベリーなどの赤い果実やオ
レンジの花を想わせる柔らかなアロマ。
十分な酸があり、クリスピーな味わい。

4948657 403507
750ml

্

原産地呼称

I.G.T.

熟成

熟成

ステンレスタンク

ステンレスタンク

750ml ʷ 6

ˇ2,400

4948657 403514
্

750ml

ˇ2,400

ROSSO DI MONTEPULCIANO

VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO

ϩοιɾσΟɾϞϯςϓϧνΞʔϊ

ϰΟʔϊɾϊϏϨɾσΟɾϞϯςϓϧνΞʔϊ

生き生きとしたルビーレッド色 。フレッ
シュでフルーティーなアロマ。タンニン
は充分で、きめ細やか。若いうちから
も楽しめるが、5 年ほどの熟成も期待
できる。

タイプ

赤／ミディアムボディ
ぶどう品種

サンジョヴェーゼ、 カナイ
オーロ
原産地呼称

D.O.C.

輝きのあるルビーレッド色 。熟成とと
もにガーネットを帯びる。熟したチェ
リー、プラムのアロマにスミレの花の
ニュアンス 。骨格は完全なる調和があ
り、エレガント。力強いフルボディで、
滑らかなタンニンがあり、良好な酸と
のバランスに優れる。長い余韻を伴う。

熟成

750ml ʷ 6

4948657 403521
্

ॕͱتͷඒ͖͠ϰΟʔϊɾϊϏϨɾσΟɾϞϯςϓϧνΞʔϊ
ɹ ʹɺݱओΧςϦʔφͷɺΞϦϒϥϯυɾσΠ͕Ϙο
ιʔφʹΛߪೖ͠ɺϒυാΛ২थͨ͜͠ͱ͔ΒΧϯςΟʔωɾσ

࣮͢·͍ͯ͠ݱɻηϥʔͰৢٕज़ऀͷύΦϩɾΧνϣϧφͱ
ͱʹɺͷݸੑΛදͨ͠ݱϫΠϯΓΛࢦ͠·͢ɻ

Πͷྺ࢙͕࢝·Γ·͢ɻ ʹϚϧςΟΤʔφͷͱఛΛ
ߪೖ ɻ ʹຬΛ࣋ͯ͠൴Βͷ࠷ॳͷϰΟʔϊɾϊϏϨɾσΟɾϞϯ

ɹϫΠφϦʔɺҰՈʹԑͷ͋ΔτϥόʔνϯେཧੴΛ͍ ɺϞμϯ

ςϓϧνΞʔϊΛϦϦʔεͯ͠Ҏ߱ ɺϫΠϯΓʹͷΊΓࠐΈɺ 

ͳσβΠϯ͕ଘࡏײΛ์ͪͳ͕ΒɺϞϯςϓϧνΞʔϊͷඒ͍͠ܠ

ʹϫΠφϦʔΛઃཱ͠ɺຊ֨తʹϫΠϯͷੜ࢈Λελʔτͤ͞·͢ɻ

ʹࣄݟʹ؍Ϛον͍ͯ͠·͢ɻͷԽੴͷܗΛͨ͠ཐટঢ়ͷΤϯτϥ

ʹԻָՈɺՎखɺആ༏ͱͯ͠׆༂͍ͯͨ͠ΧςϦʔφ͕ϫΠ

ϯεΛ߱ΓΔͱɺͦ͜ʹ
ʮϫΠϯͷࣉӃʯͷΑ͏ͳηϥʔ͕͕Γɺ

φϦʔʹࢀՃ͠ɺΧϯςΟʔωɾσΠ͞ΒͳΔൃలΛ͛·͢ɻ

ϘτϦϯάϧʔϜͷେ͖ͳ૭͔ΒɺݹͷԁܶܗͷΑ͏ͳۭ͕ؒ

ステンレスタンク

750ml ʷ 6

4948657 403538
্

SANCTA CATHARINA
TOSCANA ROSSO

ϘοιʔφɾϰΟʔϊɾϊϏϨɾσΟɾϞϯςϓϧνΞʔϊɾϦθϧϰΝ

αϯΫλɾΧλϦʔφɾτεΧʔφɾϩοι

ガーネットを帯 びたルビーレッド色 。
プラムやラズベリー、黒スグリなどの果
実のエレガントかつ芳醇なアロマに 、
スミレの花 、下草 、スパイスのヒント
がある。バランスに優れた骨格があり、
細やかなタンニンがある繊 細な味わ
い。長く深い余韻が印象的 。

深いルビーレッド色 。ブラックベリー
やブラックチェリーのジャムを想わせる
アロマにバルサミックやスミレの花 、
スパイス 、タバコ 、ブラックペッパー、
バニラのニュアンス 。力強く濃厚な果
実味と目の詰まったタンニンがあり、
長期の熟成に耐えうる。

750ml ʷ 6

4948657 403545
্

750ml

ぶどう品種

サンジョヴェーゼ
原産地呼称

D.O.C.G.
熟成

トノーにて 20か月以 上＋瓶
内12か月

原産地呼称

D.O.C.G.
50Hl のスラヴォニア産大樽
にて18か月以上＋瓶内 6か月

750ml ˇ3,600

BOSSONA VINO NOBILE DI
MONTEPULCIANO RISERVA
タイプ

ぶどう品種

サンジョヴェーゼ、 カナイ
オーロ

熟成

750ml ˇ2,400

赤／フルボディ

タイプ

赤／ミディアムボディ

タイプ

赤／フルボディ
ぶどう品種

サンジョヴェーゼ、メルロー、
カベルネ・ソーヴィニヨン、
プティ・ヴェルド
原産地呼称

I.G.T.
熟成

750ml ʷ 6

ˇ8,800

4948657 403569
্

750ml

ˇ8,800

一部バリックにて24か月＋
瓶内

ྟΊ·͢ɻ

MADONNA DELLE QUERCE VINO
NOBILE DI MONTEPULCIANO

VIN SANTO DI MONTEPULCIANO

νϟϧϦΞʔφɺϥɾϐΞοδϟɺνΣϧϰΥχϟʔϊͷ IBʹ͕

ɹԻָʹݴ༿͕͍Βͳ͍Α͏ʹɺϫΠϯʹݴ༿ඞཁ͋Γ·ͤΜɻ
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ϰΟϯɾαϯτɾσΟɾϞϯςϓϧνΞʔϊ

Γ·͢ɻϚϧςΟΤʔφ
ʢ ඪߴ Nʣ࣭࠭ؠɻ൴Βͷ࠷ྑͷാ ɺ

ੜ͖ΔͼتΛশ͑ɺͱʹ͔ͪ߹͏ͷɻͦͯ͠Ҩ࢈Ͱ͋ΓɺकΒ

強く深いルビーレッド。熟した赤果実 、
ジャム 、スパイスのアロマが広く深く
広がる。口に含むと香りと味わいが完
全に調和 。熟れたタンニンあり、適度
なアルコールと酸味がエレガントさと
緻密さを生み出す。ミネラルを感じる
長い余韻が続く。

アンバーのハイライトがある黄金色 。
ドライフルーツやアーモンドペースト、
アカシアのはちみつ 、アプリコットの
アロマ。口に含むと爽やかな甘みが広
がるフレッシュな味わい。

ɹϒυാɺIBͷॴ༗ͷ͏ͪϚϧςΟΤʔφɺϘοιʔφɺϥɾ

ʮϘοιʔφɾϦθϧϰΝʯ͕ੜ·ΕΔϘοιʔφ
ʢ ඪߴ  ̼ʣɺڽ

Εͳ͚ΕͳΒͳ͍ͷɻࣗવͷҞܟͷ೦Λ࣋ͪͳ͕Βɺྨͳك

փ࣭Ͱɺಈͷࠎ֨ͷԽੴ͕ଟ͘·ؚΕ͍ͯ·͢ɻϥɾϐΞοδϟ

ΔݸੑΛ࣋ͭϰΟʔϊɾϊϏϨɾσΟɾϞϯςϓϧνΞʔϊΛकΓɺΊ
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͍ͯ͘͜ͱ͕ࣗͨͪͷ໋ͩͱΧςϦʔφޠΓ·͢ɻࠓͰϞϯ

ࠞ͟Δڽփؠ ɻϥɾνϟϧϦΞʔφ
ʢ ඪߴ NʣͱνΣϧϰΥ
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χϟʔϊ
ʢ ඪߴ Nʣɺ೪࣭ͱੴփ࣭͕ࠞ͟Γ߹ͬͨͰ͢ɻ

ΠͰ͕͢ɺ͜Ε͔ΒϞϯςϓϧνΞʔϊͷྺ࢙ͱจԽ ɺࣗવΛশ͑
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ぶどう品種

サンジョヴェーゼ
I.G.T.

原産地呼称

750ml ʷ 6

タイプ

ロゼ／辛口

タイプ

赤／フルボディ
ぶどう品種

サンジョヴェーゼ
原産地呼称

D.O.C.G.

4948657 403552
্

ぶどう品種

マルヴァジア、グレケット
原産地呼称

D.O.C.

熟成

熟成

大樽にて20か月以上＋瓶内

750ml ʷ 6

タイプ

白／デザートワイン／極甘口

小樽にて48か月以上＋瓶内

375ml ʷ 6

750ml ˇ13,000

4948657 403576
্

スリーボンド貿易株式会社

375ml ˇ9,500

お問い合わせ先： TEL 03-5447-6991

25

