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ΞϯτχΦɾΧοδϟʔϊ

ΧϯύʔχΞभɹΞϯτχΦɾΧοδϟʔϊ

ANTONIO CAGGIANO
FIAGRE CAMPANIA BIANCO

FALANGHINA CAMPANIA BIANCO

ϑΟΞάϨɾΧϯύʔχϟɾϏΞϯί

ϑΝϥϯΪʔφɾΧϯύʔχϟɾϏΞϯί

麦わら黄色 。白い花や熟した果物の芳
しい香りに 、ミネラルのニュアンスを感
じる。柔らかく繊細な味わいで、スパ
イスやタバコなどのアロマの長い余韻
を楽しめる。繊細な味付けの魚料理や
フレッシュチーズと相性が良い。

タイプ

白 辛口
ぶどう品種

フィアーノ・ディ・アヴェリーノ70%
グレコ・ディ・トゥーフォ30%
原産地呼称

I.G.T.

濃い麦わら黄色 。パイナップルやバナ
ナ、リンゴなどのフレッシュな果実味
溢れる香り。しっかりとした骨 格で、
バランスの取れたふくよかで力強い味
わい。魚介や甲殻類を使ったリゾット
やパスタ、魚 介 類 や甲殻 類 のメイン
ディッシュと相性抜群 。

熟成

750ml ʷ 6

4948657 403132
্

750ml

ステンレスタンク＋瓶内 3か月

タイプ

白 辛口
ぶどう品種

ファランギーナ
原産地呼称

I.G.T.
熟成

ステンレスタンク＋瓶内 3か月

750ml ʷ 6

ˇ2,500

4948657 403125
্

750ml

ˇ2,500

BÉCHAR FIANO DI AVELLINO

DEVON GRECO DI TUFO

ϕγϟʔϧɾϑΟΞʔϊɾσΟɾΞϰΣϦʔϊ

σϰΥϯɾάϨίɾσΟɾτΡʔϑΥ

黄金色 。花やドライフルーツ、スパイ
スなどの複 雑な香り。フレッシュさと
ともに 、リッチでコクがあり温かみを
感じる、しっかりとした骨格の風味豊
かな味わい。魚介類や甲殻類の料理 、
フレッシュチーズと相性抜群 。

明るい黄色。トロピカルフルーツや桃、
アーモンドの花などの芳しい香り。バ
ランスの取れたドライな味わいで、アー
モンドの風味の心地良い余 韻へと繋
がる。前菜や魚料理 、白身肉などと相
性が良い。

タイプ

白 辛口
ぶどう品種

フィアーノ・ディ・アヴェリーノ
原産地呼称

D.O.C.G.
熟成

4948657 403101
750ml ʷ 6
1500ml ʷ 1ʢശೖʣ4948657 403194
্

750ml ˇ2,800 1500ml ˇ9,000

λϥʔδϫΠϯ࠶ڵͷֻ͚ਓ

ステンレスタンク＋瓶内 3か月

タイプ

白 辛口
ぶどう品種

グレコ・ディ・トゥーフォ
原産地呼称

D.O.C.G.
熟成

4948657 403118
750ml ʷ 6
1500ml ʷ 1ʢശೖʣ4948657 403804
্

ステンレスタンク＋瓶内 3か月

750ml ˇ2,800 1500ml ˇ9,000

ROSA SALAE CAMPANIA ROSATO
ϩʔβɾαϥΤɾΧϯύʔχϟɾϩβʔτ

ɹϫΠφϦʔͷઃऀͰ͋ΔΞϯτχΦɾΧοδϟʔϊɺ͔ۃΒΞ

明るく淡いピンク色。フレッシュなチェ
リーやカラント、ザクロなどの果実味
溢 れる香りに 、イヌバラなどの 花 の
ニュアンスを感じる。生き生きとしたフ
レッシュさと繊細な風味が印象的なロ
ゼワイン。アペリティーヴォ、トマトを
使ったプリモピアット、魚介のスープ、
ピッツアと好相性 。
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750ml ʷ 6

タイプ

ロゼ 辛口
ぶどう品種

アリアニコ・ディ・タウラージ
原産地呼称

I.G.T.
熟成

ステンレスタンク

4948657 403149
্

750ml

ˇ2,700

TAURI’ IRPINIA AGLIANICO
λϦɾΠϧϐχΞɾΞϦΞχί
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濃いルビー色 。ブラックプラムや赤い
ベリーなどの森の果実の香りが、黒コ
ショウやピーマンなどの長い余韻へと
繋がる。口当たりは温かくソフトでフ
レッシュ、しっかりとしたタンニンでバ
ランスの取れた味わい。狩猟肉を使っ
たプリモ・ピアット、肉料理 、ほどよく
熟成させたチーズなどと。
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750ml ʷ 6

タイプ

赤／ミディアムボディ
ぶどう品種

アリアニコ・ディ・タウラージ
原産地呼称

D.O.C.
熟成

バリックにて 4〜 6か月

4948657 403170
্

750ml

ˇ2,500
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༡ͼ৺ͱͰΠϧϐχΞϫΠϯΛද͢ݱΔܳज़Ո
ΧϯύʔχΞभɹΞϯτχΦɾΧοδϟʔϊ

SALAE DOMINI IRPINIA CAMPI

TAURASI VIGNA MACCHIA DEI GOTI

αϥΤɾυϛʔχɾΠϧϐχΞɾΧϯϐ

λϥʔδɾϰΟʔχϟɾϚοΩΞɾσΠɾΰʔςΟ

濃 いルビー色 。果 実 味 やス パイス 、
ローストしたナッツなどに 、リコリスの
ニュアンスの複 雑なアロマが広がる。
まろやかで繊細な口当たりで、旨みの
あるタンニンが混ざり合う。赤身肉や
狩猟肉などと相性が良い。

タイプ

赤／フルボディ
ぶどう品種

アリアニコ・ディ・タウラージ
原産地呼称

D.O.C.

濃いルビー色 。森の黒い果実や赤いベ
リー系の果実に 、リコリスやバニラが
混ざり合う複雑で芳醇な香り。力強く
エレガント、まろやかな口当たりで、甘
いタンニン、フレッシュ、余韻は長く心
地良い。

750ml ʷ 6

4948657 403163
্

750ml

ˇ4,200

ぶどう品種

アリアニコ・ディ・タウラージ
原産地呼称

D.O.C.G.
熟成

熟成

フランス産バリックにて8 〜
10か月

タイプ

赤／フルボディ

4948657 403156
750ml ʷ 6
1500ml ʷ 1ʢശೖʣ4948657 403811
্

フランス産 バリックにて12
〜18か月＋瓶内18か月

750ml ˇ6,000 1500ml ˇ15,000

MEL VINO BIANCO DOLCE
ϝϧɾϰΟʔϊɾϏΞϯίɾυϧνΣ
黄金色 。ドライアプリコットや砂糖漬
けの柑橘系フルーツや蜂蜜を感じる甘
い味わいで、長い余韻を楽しめる。干
菓子、ブルーチーズ 、熟 成したチーズ
などと良く合う。

タイプ

白／デザートワイン／極甘口
ぶどう品種

フィアーノ・ディ・アヴェリーノ
70%、
グレコ・ディ・トゥーフォ
30%
原産地呼称

D.O.C.G.
熟成

500ml ʷ 6

4948657 403187
্

500ml

バリックにて10 〜12か月

ˇ6,000

750ml
750ml
オーナー アントニオ・カッジャーノ（右）
、息子ジュゼッペ・カッジャーノ（左）

36

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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