౷ͱֵ৽ɺࣗવͱਓ͕ௐ͢ΔϗϦεςΟοΫϫΠφϦʔ

ϩοΧϑΟΦʔϨ

ϯϒϦΞभɹϩοΧϑΟΦʔϨ

ROCCAFIORE
BIANCO FIORDALISO

FIORFIORE

ϏΞϯίɾϑΟΦϧμϦʔκ

ϑΟΦϧϑΟΦʔϨ

金色を帯びた麦わら黄色 。白い花やピ
ンクグレープフルーツ、青リンゴなどの
生き生きとした香り。辛口で爽やかな
飲み口 。豊かなミネラル感と余韻の長
い優しい味わいが魅力。前菜や地中
海伝統のプリモ・ピアット、サフラン風
味の海老とズッキーニのリゾットと。

4948657 401305
750ml ʷ 6 εΫϦϡʔ 4948657 402821
ίϧΫ

্

タイプ

白 辛口
ぶどう品種

グレケット・ディ・トーディ
原産地呼称

I.G.T.
熟成

ステンレスタンク6か月＋瓶内
1か月

750ml ˇ1,800

্

4948657 401367
্

΄͔ɺΦʔΨχοΫϑΝʔϜɺΣϧωεࢪઃͱϨετϥϯɺ॓ധࢪઃ

ΧϑΟΦʔϨͷϫΠφϦʔ͋Γ·͢ɻ

Λඋ͑ͨΧϯτϦʔαΠυϦκʔτ͕ซઃ͞Ε ɺ
ʮ౷ͱֵ৽ɺਓͱࣗ
વͱڥͷௐʯΛϞοτʔʹͨ͠ɺϩοΧϑΟΦʔϨͷϗϦεςΟο

ɹ༗ػഓΛऔΓೖΕͨIBͷാ͕ɺτʔσΟଜʹ͋ΔϩοΧϑΟ

熟成

スラヴォニア産オークの大樽
で12か月＋瓶内4か月

750ml ˇ3,000 1500ml ˇ6,000

ϩοιɾϝϩάϥʔϊ

750ml ʷ 6

͔ͳܠ৭͕͕Δܳज़ͱྺ࢙ʹຬͪᷓΕͨ๛͔ͳٰͱ୩ؒʹϩο

原産地呼称

I.G.T.

ROSSO MELOGRANO
タイプ

ロゼ／辛口
ぶどう品種

サンジョヴェーゼ
原産地呼称

熟成

ɹϩοΧϑΟΦʔϨͷ  IB ͷॴ༗ʹϒυാͱϫΠφϦʔͷ

4948657 401329
4948657 401343

ぶどう品種

グレケット・ディ・トーディ

ϩβʔτ

I.G.T.

ɹlΠλϦΞͷͷ৺ଁzͱݺΕΔʹғ·ΕͨϯϒϦΞभɻͷͲ

750ml ʷ 6
1500ml ʷ 3

タイプ

白 辛口

ROSATO
赤褐色がかった薄いピンク色 。ラズベ
リーやザクロなどの繊細さのある、上
質でエレガントな香り。凜とした心地
よさとミネラルを感じる、フレッシュで
風味豊かな味わい。

ϯϒϦΞͷϐϡΞϦςΟͱΤϨΨϯεΛ࣮ݱ

金色を帯びた黄色 。パイナップルや黄
リンゴ 、小さい黄色い花 、甘いスパイ
スのほのかな香り。味わいは豊かで柔
らかく上品で複雑 。野菜メインのプリ
モ・ピアット、白身肉 、ソフトまたはセ
ミハードのチーズと最適で、ウサギの
鞍下肉のローストとも好相性 。

ステンレスタンク6か月＋瓶内
3か月以上

輝きのあるルビー色 。ベリーやハーブ
から熟したプルーンへと続くはっきり
とした香りが広がり、見事な余韻へと
続く。心地よい酸と柔らかなタンニン
のバランスが取れた 、風味豊かな味わ
い。サラミや肉のラグーソースのプリ
モ・ピアット、セミハードのチーズと。
ίϧΫ

750ml ʷ 6

εΫϦϡʔ

750ml ˇ1,800

্

4948657 401312
4948657 402838

IL ROCCAFIORE

ϓϩʔϰΝɾμτʔϨ

ΠϧɾϩοΧϑΟΦʔϨ
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 40％、サ
グランティーノ 30％、モン
テプルチアーノ 30％、
原産地呼称

I.G.T.
熟成

4948657 401374

750ml ʷ 6

্

Ϋͳੈք͕ද͞ݱΕ͍ͯ·͢ɻ

750ml

ˇ3,500

スロヴェニア産オークの大樽
とフランス 産バリックにて
24か月＋瓶内 6か月以上

美しいルビー色 。プラムや赤フサスグ
リ、サクランボの果実香に続いてタバ
コや 甘草の 香りが感じられる。洗 練
されたタンニン、素晴らしい骨格とボ
ディ。サラミ系 の前 菜や 赤身 肉 の 料
理 、ローストやグリル の 肉 料 理に 最
適。

750ml ʷ 6
1500ml ʷ 3
্

ぶどう品種

サンジョヴェーゼ
原産地呼称

I.G.T.
熟成

ステンレスタンク12か月＋瓶内
2か月

750ml ˇ1,800

PROVA D'AUTORE
ルビー色の明るい輝きを持つガーネッ
ト色 。熟したプラムや甘いスパイス 、
小さい赤い果実 、タバコ 、リコリスな
どの複雑なアロマ。しっかりとした骨
格で、力強く柔らかな滑らかな味わい
で、長く調和の取れた余韻を楽しめる。

タイプ

赤／ミディアムボディ

4948657 401336
4948657 401350

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
原産地呼称

I.G.T.
熟成

スラヴォニア産オークの大樽
で24か月＋瓶内6か月

750ml ˇ2,600 1500ml ˇ5,500

ΦʔϨఛपғͷૉΒ͍͠ܠ৭ʹ༹͚ࠐΜͰ͍·͢ɻϩοΧϑΟΦʔ
Ϩͷߴ͍ΫΦϦςΟʔٕज़࠷৽ͷઃඋͪΖΜͰ͕͢ɺόο

ɹత ɺݙతʹϫΠϯΓʹऔΓΉϨΦφϧυɾόοΧϨοϦͱ

ΧϨοϦՈʹʑड͚͕ܧΕΔେࣄͳϒυാͷ͔Βੜ·Ε

ͦͷଉࢠϧΧɺ๚ΕΔऀΛʹ͘͞ؾϒυാҊͯ͘͠Ε·͢ɻ

COLLINA D’ORO

·͢ɻৢՈʹɺΤϨΨϯτͰϞμϯͳϫΠϯΓΛࢦ͢όοΧ

ͦ͜Ͱʹ͢ΔखೖΕͷߦ͖ಧ͍ͨඒ͍͠ാ͔ΒɺϩοΧϑΟΦʔ

ίϦʔφɾυʔϩ

ϨοϦࢠ͕ࠍΕࠐΜͩΞϧτɾΞσΟδΣग़ͷΞϧτϚϯɾυφࢯ

ϨͷϫΠϯͷࠞ͡Γؾͷͳ͍७ਮ͕͞ͱͯݟΕ·͢ɻਓؒͷखͱ৺͕

ʢ ʙ  ·Ͱςϧϥʔϊࣾʹͯैࣄʣ͕बɻϯϒϦΞͷ

ҧ͍ΛੜΉͱ͍͏ϛΫϩίεϞεͷߟ͑ํΛϞοτʔͱͨ͠ɺѪࠐΊ

琥珀の輝きを持つ明るい金色 。アプリ
コットやいちじく、デーツ、砂糖漬けの
柑橘類 、ミントやマートル、ローリエな
どの地中海常緑低 木の豊かで複雑な
香り。甘みの中に 、フレッシュさとミネ
ラルの絶妙なバランスが感じられ 、豊
かな芳香が長く続く。複雑さとエレガ
ンスのハーモニーが心地よい。

ணछͱৢ౷ʹΠλϦΞͰഓٕͬͨͱݧܦज़Λਧ͖ࠐΈ ɺ
͜ͷτʔσΟͷͰਗ਼Β͔Ͱਸ਼ʑ͘͠ણࡉͳຯΘ͍ͷϫΠϯΛΓग़
͢͜ͱʹ࣮ͨ͠·͠ݱɻ

ͨࡉ෦ʹ·ͰؾΛͬͨ࡞͕ۀϩοΧϑΟΦʔϨಠࣗͷϫΠϯΛੜΈ
ग़͍ͯ͠ΔͷͰ͢ɻ

375ml ʷ 6

4948657 401398
্

30

375ml

タイプ

白／デザートワイン／極甘口

30$$"'*03& ͷϫΠϯ 

ぶどう品種

ϰΟϯςʔδ͔Β̪̚ҕһձ͕

モスカート・ジャッロ

ఆΊΔΦʔΨχοΫೝূΛऔಘ͠

原産地呼称

͍ͯ·͢ɻ

I.G.T.
熟成

ステンレスタンク6か月＋瓶内
1か月

ˇ3,500

スリーボンド貿易株式会社

お問い合わせ先： TEL 03-5447-6991
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