
S’ ELEGAS

緑色の輝きを持つ鮮やかな淡黄色。麦わら黄色。
フルーティーで香り高いバランスのとれたアロマ
が広がる。ふくよかでこくのあるリッチな味わい
から、かすかに苦味のあるフィニッシュへと
繋がる、ヌグラスの個性が良く反映されたワイン。
前菜、魚介料理、ソフトチーズとの相性抜群。

白／辛口
タイプ

ヌラグス
ぶどう品種

D.O.C.
原産地呼称

熟成

ステンレスタンク

750ml 2,400

4948657 401602750ml 6

ARGIOLAS

オーナー アルジオラスファミリー

MERÌ

明るい緑色を帯びた麦わら黄色。柑橘系や新鮮
な果実の力強い香り。フレッシュでバランスの
とれた心地よい味わいが広がる繊細な白ワイン。
魚介類や甲殻類の前菜とベストマッチ。寿司
や刺身、軽い味わいの白身肉や魚料理とも
相性抜群。

白／辛口
タイプ

ヴェルメンティーノ
ぶどう品種

D.O.C.
原産地呼称

熟成

ステンレスタンク

750ml 2,600

4948657 401657750ml 6

TAGLIAMARE

緑色の輝きを持つ麦わら黄色。白い花やくるみ、
洋ナシ、柑橘系の果実に地中海のハーブが
混ざり合ったエレガントな香り。しっかりとした
味わいと、フレッシュな旨みが広がる。アペリ
ティフや繊細な味わいの魚料理、牡蠣、魚介
類の前菜と良く合う。

白／発泡／辛口
タイプ

ヌラグス
ぶどう品種

I.G.T.
原産地呼称

熟成

ステンレスタンク＋瓶内1か月

750ml 3,500

4948657 401923750ml 6

COSTAMOLINO

明るい緑色を帯びた麦わら黄色。繊細で香り
高いアロマが長く続く。生き生きとしたフレッ
シュでドライな味わい。魚介類の前菜、甲殻類
のソースで和えたサルデーニャのパスタ「フレ
グラ」、魚のスープ、中期熟成させたソフトチーズ
などと。

白／辛口
タイプ

ヴェルメンティーノ主体
ぶどう品種

D.O.C.
原産地呼称

熟成

ステンレスタンクにてシュールリー

750ml 2,600

4948657 401619750ml 6

スリーボンド貿易株式会社　お問い合わせ先： TEL 03-5447-6991

ARGIOLAS

CERDEÑA

深みのある麦わら黄色。滑らかな口当たりと、
しっかりとしたストラクチャーのエレガントな
味わいで、長く心地よいフィニッシュへと続く。
マグロのボッタルガ、パスタ、リゾット、焼いた
鯛、トロ、白身肉、味付けしたセミハードタイプ
のチーズとともに。

白／辛口
タイプ

ヴェルメンティーノ、その他
土着品種

ぶどう品種

I.G.T.
原産地呼称

熟成

フランス産オークのバリック
＋瓶内6～8か月

750ml 8,500

4948657 401688750ml 6

ISELIS BIANCO

麦わら黄色。黄色の花やトロピカルフルーツ
などの芳醇な香りの中に、かすかにムスクを
感じさせる。まろみのある長い余韻が続く。
魚介類の前菜、ミントで味付けしたポテトを
詰めたサルデーニャの伝統的なラビオリ「クルル
ジョネス」、アーティーチョークのリゾット、煮魚、
グリルした魚、白身肉、程よく熟成させたチーズ
とともに。

白／辛口
タイプ

ナスコを主体に、ヴェルメン
ティーノ

ぶどう品種

D.O.C.
原産地呼称

熟成

ステンレスタンクにてシュールリー
2か月のちフランス産バリック

750ml 3,100

4948657 401671750ml 6

IS ARGIOLAS

緑色を帯びた柔らかな麦わら黄色。自然酵母
による発酵。繊細で深みのある香りが長く続き、
素晴らしいブーケへと繋がる。味わいは爽やか
で軽快で、バランスのとれた洗練された白ワイン。
魚介料理全般、ポテトとミントのフィリングの
ラヴィオリ、アーティーチョークのリゾット、
白身肉、中期熟成チーズと最適。

白／辛口
タイプ

ヴェルメンティーノ
ぶどう品種

D.O.C.
原産地呼称

熟成

ステンレスタンクにてシュールリー
12か月＋瓶内6か月

750ml 3,100

4948657 401664750ml 6

SERRA LORI

若々しいフレッシュなワインを思わせる柔らかい
ピンク色。繊細でフルーティーなニュアンス。
爽やかで風味豊かなバランスのとれた味わい。
前菜、魚や野菜のスープ、ウニのソースで和えた
サルデーニャの指輪型のパスタ「ロリギッタス」、
魚の煮込み、白身肉などと良く合う。

ロゼ／辛口
タイプ

カンノナウ、モニカ、カリニャーノ、
ボヴァレ・サルド

ぶどう品種

I.G.T.
原産地呼称

熟成

ステンレスタンク4週間

750ml 2,400

4948657 401626750ml 6
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IS SOLINAS

すみれがかったルビー色。熟した果実やジャム
などのリッチでピュアな香り。果実味が溢れ、
温かみのあるバランスのとれた味わいが口に
広がる。しっかり味付けしたパスタ、グリルした
大トロ、ローストした子豚や子ヤギ、熟成チーズ
と相性が良い。

赤／ミディアムボディ
タイプ

カリニャーノ
ぶどう品種

I.G.T.
原産地呼称

熟成

バリック12か月＋瓶内数か月

750ml 3,600

4948657 401701750ml 6

COSTERA

ガーネットを帯びた濃いルビー色。カンノナウの
特徴的な果実味溢れる華やかな香りが際立つ。
温かみがありまろやかでストラクチャーが
しっかりとしたバランスのとれた味わい。スパ
イスの効いた第一の皿、ラムや子豚の串焼き、
中期～長期熟成させたサルデーニャ産ペコ
リーノチーズと。

赤／ミディアムボディ
タイプ

カンノナウ、カリニャーノ、
ボヴァレ

ぶどう品種

D.O.C.
原産地呼称

熟成

オークのバリック8～10か月
＋瓶内

750ml 2,900

4948657 401640750ml 6

CARDANERA

ルビー色。地中海沿岸の野生の雑木や新鮮な
赤い果実の芳しい香り。フレッシュで風味豊か
な味わいと、心地よいタンニンのバランスの
とれた味わい。ラザニアやラビオリなど、肉を
使ったプリモピアット、鶏肉やロースト肉、
軽く味付けしたチーズなどと相性が良い。

赤／ミディアムボディ
タイプ

カリニャーノ
ぶどう品種

D.O.C.
原産地呼称

熟成

セメントタンク＋瓶内2か月

750ml 2,800

4948657 401916750ml 6

SENES

ガーネットがかった濃いルビー色。赤いベリー系
の果実に、地中海のスパイスやハーブの香り。
温かみのあるまろやかな味わいで、バランスの
良いしっかりとしたストラクチャー。サルデー
ニャや地中海地方の伝統的なパスタやお米の
料理、濃厚な味の肉と野菜の料理や、中期から
長期熟成のチーズとともに。

赤／フルボディ
タイプ

カンノナウを主体に、カリニャーノ、
ボヴァレ

ぶどう品種

D.O.C.
原産地呼称

熟成

バリック12か月＋瓶内

750ml 4,000

4948657 401756750ml 6

ISELIS ROSSO

ルビー色。マラスカチェリーやプルーンなどの
芳しい香りに、シナモンやバニラなどが混ざり
あう。ベルベットのような舌触りで、甘いタン
ニンと赤いベリー系果実とスパイスのバランス
が取れた風味を持ち長い余韻を楽しめる。
伝統的なパスタ料理、魚のスープ、グリルした
マグロ、羊の煮込み、中期熟成のペコリーノ
チーズ、グリルした赤身肉などと。

赤／ミディアムボディ
タイプ

モニカを主体に、カリニャーノ、
ボヴァレ・サルド

ぶどう品種

D.O.C.
原産地呼称

熟成

バリック12か月＋瓶内6か月

750ml 3,700

4948657 401695750ml 6

ANGIALIS

濃い麦わら黄色。地中海の恵みをうけた、リッチ
でこくのあるアロマティックで力強い香りで、味
わいはふくよかで甘美。ビスコッティやアーモンド
クッキー、熟成チーズ、イチジク、トーストした
アーモンドなどと。

白／デザートワイン／極甘口
タイプ

ナスコ主体にマルヴァジア・
ディ・カリアリ

ぶどう品種

I.G.T.
原産地呼称

熟成

ステンレスタンクのちバリック

500ml 8,000

4948657 401732500ml 6

TURRIGA

濃いルビー色。リッチで複雑な香り、しっかり
した骨格でバランスのとれたコクのある味わいで、
非常に滑らかな口当たり。豚の煮込み、狩猟肉、
スパイシーな赤身肉、熟成したサルデーニャ産
ペコリーノチーズと相性抜群。

赤／フルボディ
タイプ

カンノナウ、カリニャーノ、ボヴァレ・
サルド、マルヴァジア・ネーラ

ぶどう品種

I.G.T.
原産地呼称

熟成

フランス産バリック（新樽）18～
24か月＋瓶内12～14か月4948657 4017491500ml 1

1500ml 23,000750ml 11,000

4948657 401725750ml 6

KOREM

濃いルビー色。バランスのとれた芳しい香りと、
ベルベットのようななめらかな口当たりで、
温かみのある甘美な味わい。ミートソースの
パスタ、子豚の串焼き、赤身肉のグリル、羊の
ロースト、マートルで味付けした鶏肉、サルデー
ニャのソーセージ、熟成したサルデーニャ産
ペコリーノチーズと最適。

赤／フルボディ
タイプ

ボヴァレ・サルドまたはボヴァ
レッドゥにカリニャーノ、カン
ノナウ

ぶどう品種

I.G.T.
原産地呼称

熟成

バリック10～12か月＋瓶内
6か月

750ml 6,000

4948657 401718750ml 6

PERDERA

モニカの特徴的な色合いが表れている濃い
ルビー色。力強い豊かな香りで、ふくよかな
味わいは甘い余韻へと続く。トマトソースの
パスタ、魚の煮込み、マグロのグリル、ラムの
煮込み、ペコリーノチーズ、中期熟成チーズなど
と最適。

赤／ミディアムボディ
タイプ

モニカ、カリニャーノ、ボヴァレ・
サルド

ぶどう品種

D.O.C.
原産地呼称

熟成

セメントタンク＋フランス産
オークのバリック

750ml 2,600

4948657 401633750ml 6
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ARGIOLAS
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