
1 http://www.parajapan-wine.comこのカタログの記載内容は2020年2月現在のものです。最新の情報は、弊社ホームページのPDF版をご覧ください。→
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数量限定!!
マグナムボトル

AET17 AHUV18 AHUN17 ACT18 ACB18 AMV18 AMVM16 AMVB16 AVDR17

外観

色 赤 赤 白 赤 赤 白 赤

品名
エドゥアルド・ティント

Eduardo Tinto
カナジャス・ティント

Canallas Tinto
カナジャス・ブランコ
Canallas Blanco

マラ・ビーダ
Mala Vida

マラ・ビーダ・
マグナム

Mala Vida Magnum

マラ・ビーダ・
ブランコ

Mala Vida Blanco

ビビドール
Vividor

ヴィンテージ 2017 2018 2017 2018 2018 2018 2016 2016 2017

ブドウ品種
テンプラニーリョ
100%

テンプラニーリョ
50%
モナストレル 50%

メルセゲラ 50%
モスカテル 50%

モナストレル 30%
テンプラニーリョ 30%
カベルネ・ソーヴィニヨ
ン 30%
シラー 10%

モナストレル 30%
テンプラニーリョ 30%
カベルネ・ソーヴィニヨ
ン 30%
シラー 10%

メルセゲラ 40%
モスカテル 40%
ベルディル 20%

ボバル100%

生産者及び
生産地

ボデーガス・アラーエス
D.O.バレンシア

ボデーガス・アラーエス
D.O.バレンシア

ボデーガス・アラーエス
D.O.バレンシア

ボデーガス・アラーエス
D.O.バレンシア

ボデーガス・アラーエス
D.O.バレンシア

ボデーガス・アラーエス
D.O.バレンシア

ボデーガス・アラーエス
D.O.ウティエル・レケーナ

入数 12本 6本 6本 6本 - 6本 6本

アルコール度数 13.0% 13.0% 12.5% 13.5% 13.5% 12.5% 13.5%

コメント

バレンシアの画家エドゥ
アルド・ベルメホのデザ
イン。

14ヶ月間フレンチ・アメリ

カンオーク樽等で熟成。
ベリー系のアロマ、カカ
オの余韻。

バレンシアの画家パコ・
トゥエルカスのデザイ
ン。"Canallas”とは、「な

らず者」の意味。

4ヵ月間アメリカンオーク
樽熟成。ジューシーかつ
スパイシー。タンニンも
心地よい。

バレンシアの画家パコ・
トゥエルカスのデザイ
ン。"Canallas”とは、「な
らず者」の意味。（カナ
ジャス・ティントとは異な
るエチケット）
柑橘系の爽やかさ。滑
らかなのど越。

SAKURA AWARD
（’16）ダイアモンドトロ
フィー
Mala Vida= ダメダメな生
活。
果実味と樽香のバラン
スが秀逸。

SAKURA AWARD
（’16）ダイアモンドトロ

フィー
大人気のマラビーダより
数量限定でマグナムボ
トル新登場！！

バレンシア固有の注目
品種メルセゲラ、ベル
ディルを使用。
複雑な味わい、安定した
ボディ感。
青りんごや白い花の香
り。
キレのある飲み口。

SAKURA AWARD
（'18,'19）2年連続金賞
ビビドール＝人生を謳
歌する人
果実味豊か、わずかに
スパイシーな味わい。

タイプ 軽 1 2 3 4 5 重 軽 1 2 3 4 5 重 辛 1 2 3 4 5 甘 軽 1 2 3 4 5 重 軽 1 2 3 4 5 重 辛 1 2 3 4 5 甘 軽 1 2 3 4 5 重

JAN 8437010249082 8413513001334 8413513001686 8413513001532 8413513001525 8413513690699 8413513690675 8413513000092 8413513010299

参考上代価格
(税別) ¥1,400 ¥1,580 ¥1,580 ¥1,750 ¥2,900 ¥1,750 ¥1,800

 

D.O.
Valencia

ボデーガス・
アラーエス

Bodegas
Arráez

詳しい情報はWebで→

http://www.parajapan-wine.com

赤

フー・ハッ！
HU-HA

ボバル 100%

ボデーガス・アラーエス
D.O.バレンシア

12本

13.0%

1992年『俺はチモ・バヨ～燃えろバルセロナ』が日

本でも大ヒットしたスペインを代表するテクノDJチ
モ・バヨにインスパイアされ造られたワイン。
５か月間アメリカンオーク樽熟成。
フレッシュな果実味、柔らかい酸、ラズベリーや
トーストのようなオーク由来のニュアンス。余韻長
い。
※2種類のエチケット。

軽 1 2 3 4 5 重

¥1,580

輸入元： 株式会社パラジャパン 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-8-11-7F
TEL:045-477-2881   FAX:045-477-2882   e-mail: vinos@parajapan.co.jp     

90p 90p
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AVSD18 ACS19 AAC18 ALG15 AP15 BEV17 BEJ16 BEC14

外観

色 赤 白/泡 赤 赤 赤 白 赤 赤

品名
ビビール・シン・

ドルミール
Vivir Sin Dormir

カーバ・スートラ
Cava Sutra

アルコス
Arcos

ラガーレス
Lagares

パルセラ・セロ
Parcela 0

エル・イルシオニスタ・
ベルデホ

El Ilusionista Verdejo

エル・イルシオニスタ・
ホベン

El Ilusionista Joven

エル・イルシオニスタ・
クリアンサ

El Ilusionista Crianza

ヴィンテージ 2018 NV 2018 2015 2015 2017 2016 2014

ブドウ品種
モナストレル 100%
有機栽培（認証有）

マカベオ 90%
シャルドネ 10% アルコス100％

モナストレル 60%
カベルネ・ソーヴィニ
ヨン40％

ガルナッチャ・ティントレラ
40％
モナストレル30％
カベルネ・ソーヴィニヨン
15％
アルコス10％
フォルカヤット5％

ベルデホ 100% テンプラニーリョ
100%

テンプラニーリョ
100%

生産者及び
生産地

ボデーガス・アラーエス
D.O.フミーリャ

ボデーガス・アラーエス
D.O.カバ

ボデーガス・アラーエス
D.O.バレンシア

ボデーガス・アラーエス
D.O.バレンシア

ボデーガス・アラーエス
D.O.バレンシア

ボデーガス・エル・
イルシオニスタ

D.O.ルエダ

ボデーガス・エル・
イルシオニスタ

D.O.リベラ・デル・ドゥエロ

ボデーガス・エル・
イルシオニスタ

D.O.リベラ・デル・ドゥエロ

入数 6本 6本 6本 6本 6本 6本 6本 6本

アルコール度数 14.5% 11.5% 13.5% 14.0% 14.5% 12.5% 13.5% 13.5%

コメント

MUNDUS VINI
BioFach（’18,'19） 金賞
バレンシアの画家エドゥ
アルド・ベルメホのデザ
イン。
紅茶の茶葉、香草の芳
香、カカオのような余
韻。

ブリュットタイプ。
「カーマスートラ」のもじ
り。
柑橘類・白い花のような
華やかな香り、シルキー
な飲み口。

バレンシアの希少土着
品種アルコス使用。

6ヶ月間フレンチオーク
樽熟成。
ベリー系のアロマ、果実
の旨み、フレッシュかつ
エレガント

14,000本限定生産。

WINE UP GUIDE90点

12ヶ月フレンチ、アメリカ
ンオーク樽熟成。
ブラックベリー、リコリ
ス、コーヒーのアロマ。
凝縮された果実味。

7,000本限定生産。

18ヶ月間フレンチ、アメ
リカンオーク樽熟成。
ボデーガス・アラーエス
最上級キュヴェ。熟した
バルサミコ、トリュフの香
り、エレガントで長い余
韻。

15,000本の限定生産。

9月初旬に手摘み収穫。
トロピカルフルーツ、青
リンゴ、白い花のアロ
マ。
エレガントかつ長い余
韻。

あのベガシシリアと同じ
DO土壌。
エル・イルシオニスタ＝
夢想家（デイドリー
マー）。背景が朝。
ストロベリー、チェリーの
ようなフレッシュなアロ
マ。酸味が調和したミネ
ラル感のあるボディ。

20,000本の限定生産。

14ヶ月間フレンチ、アメ
リカンオーク樽熟成。
背景が夜。
ベリー系の複雑な香り、
まろやかに溶けたタンニ
ン、パワフルな飲みごた
え。

タイプ 軽 1 2 3 4 5 重 辛 1 2 3 4 5 甘 軽 1 2 3 4 5 重 軽 1 2 3 4 5 重 軽 1 2 3 4 5 重 辛 1 2 3 4 5 甘 軽 1 2 3 4 5 重 軽 1 2 3 4 5 重

JAN 8413513500028 8413513122015 8413513001846 8413513001501 8413513001518 8437003519611 8437003519413 8437003519437

参考上代価格
(税別) ¥1,900 ¥1,900 ¥3,000 ¥3,200 ¥4,800 ¥2,800 ¥1,590 ¥3,600

 

D.O.
Valencia

ボデーガス・
アラーエス

Bodegas
Arráez

D.O.
Ribera del

Duero

ボデーガス・
エル・

イルシオニスタ

Bodegas El
Ilusionista

詳しい情報はWebで→
http://www.parajapan-wine.com

輸入元： 株式会社パラジャパン 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-8-11-7F
TEL:045-477-2881   FAX:045-477-2882   e-mail: vinos@parajapan.co.jp     

90p 91p
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RDCR18 RDCT18 RDCN17 PDO17 MXM18 ALB17

外観

色 白 白 白 赤 白 白

品名

ラモン・ド・カサール・
リベイロ

Ramón do Casar
Ribeiro

ラモン・ド・カサール・
トレイシャドゥーラ
Ramón do Casar

Treixadura

ラモン・ド・カサール・
ノブレ

Ramón do Casar
Nobre

ピサーラス・デ・オテロ
Pizarras de OTERO

マラ・マルティン
Mara Martín

アルバ・マルティン
Alba Martín

ヴィンテージ 2018 2018 2017 2017 2018 2017

ブドウ品種

トレイシャドゥーラ
90％
アルバリーニョ 6％
ゴデーリョ 4％

トレイシャドゥーラ
100％

トレイシャドゥーラ
100％

メンシア 100％ ゴデーリョ 100% アルバリーニョ
100%

生産者及び
生産地

ラモン・ド・カサール
D.O.リベイロ

ラモン・ド・カサール
D.O.リベイロ

ラモン・ド・カサール
D.O.リベイロ

マルティン・コダックス
D.O.ビエルソ

マルティン・コダックス
D.O.モンテレイ

マルティン・コダックス
D.O.リアスバイシャス

入数 6本 6本 6本 6本 6本 6本

アルコール度数 12.5% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 12.5%

コメント

トロピカルフルーツ、白
い花のアロマ。滑らかな
舌触りで、はちみつのよ
うなニュアンス。フレッ
シュかつフルーティーな
余韻。

BACCHUS(’19)金賞

MUNDUS VINI
MEININGER('18)銀賞
柑橘類、ハーブの香り。
酸味と果実味のバラン
ス。
フレッシュな果実の余
韻。

CONCOURS MONDIAL
DE BRUXELLES ('19)金
賞
３ヶ月間フレンチオーク樽
熟成。ナツメグ、クロー
バー、熟した果実のアロ
マ。豊かなボディ感の余
韻。

“Pizarra”=スレート・粘
板岩の意味。
ミネラル豊富な土壌から
の収穫。赤い木の実の
果実、スミレのような花
のアロマ。ジューシーか
つ美しい酸、ミネラリー
でエレガントな飲み口。

インターナショナルワイン
＆スピリッツコンクール
（IWSC）金賞
ギアデル・コティディアーノ
誌8.4点の高評価。
柑橘系の爽やかな香り、
酸とミネラル感溢れるフ
レッシュでキレのある飲み
口。
2017年ヴィンテージより新
エチケット。

Premios Baco（'14）金賞
高級ブドウ品種アルバリー
ニョ本来の旨み、塩味を感
じるエレガントな一本。
グレープフルーツ、白桃の
香り、フルーティかつしっ
かりした骨格。上品な辛
口。

タイプ 辛 1 2 3 4 5 甘 辛 1 2 3 4 5 甘 辛 1 2 3 4 5 甘 軽 1 2 3 4 5 重 辛 1 2 3 4 5 甘 辛 1 2 3 4 5 甘

JAN 8437014137019 8437014137026 8437014137071 8414825338163 8414825337838 8414825337876

参考上代価格
(税別) ¥3,400 ¥3,900 ¥5,800 ¥1,580 ¥1,800 ¥2,300

 

辛 1 2 3 4 5 甘

8414825338316

6本

http://www.parajapan-wine.com

D.O.
Ribeiro

　ラモン・ド・
カサール

Ramón do
Casar

詳しい情報はWebで→

D.O.
Rias

Baixas

ボデーガス・
マルティン・
コダックス

Bodegas
Martín
Códax

MXMT18

マリエッタ
Marieta

2018

アルバリーニョ 100%

¥1,780

白

マルティン・コダックス
D.O.リアスバイシャス

12.0%

SAKURA AWARD （'15 165/2904本・'16
181/3543本・'17 237/4212本）3年連続ダブル

ゴールド（0.016%の奇跡のワイン）

オイスターワインコンテスト('18 ・'19)
ベストオイスターワイン
微発砲。アルバリーニョ種で世界唯一のセミセコ

(微甘)。
発酵を途中で止めることにより、ブドウ本来の甘さ
を残す。花、柑橘系の芳香。

輸入元： 株式会社パラジャパン 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-8-11-7F
TEL:045-477-2881   FAX:045-477-2882   e-mail: vinos@parajapan.co.jp     

91p90p 91p

http://www.parajapan-wine.com/
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MCBDB19 FDC17 IsR18 EBV18 RCS18 RCB16FB

外観

色 白/泡 赤 白 白 白 白

品名
ブリュット・デ・

ブリュット
Brut de Brut

フラガ・ド・コルボ
Fraga do Corvo

イサベリーノ・
ルエダ

Isabelino Rueda

エル・ブフォン・
ベルデホ

El Bufon Verdejo

レイーナ・デ・
カスティーリャ・SB
Reina de Castilla
Sauvignon Blanc

RCベルデホ・
フェルメンタード・

エン・バリカ
RC Verdejo Fermentado En Barrica

ヴィンテージ NV 2017 2018 2018 2018 2016

ブドウ品種
パレリャーダ 40%
チャレッロ 30%
マカベオ 30%

メンシア 100％
ベルデホ 95%
ビウラ 5% ベルデホ 100% ソーヴィニヨン・

ブラン 100% ベルデホ 100%

生産者及び
生産地

マリア・カサノヴァ
D.O.カバ

ボデーガ・ブー・リベロ
D.O.モンテレイ

レイーナ・デ・
カスティーリャ
D.O.ルエダ

レイーナ・デ・
カスティーリャ
D.O.ルエダ

レイーナ・デ・
カスティーリャ
D.O.ルエダ

レイーナ・デ・
カスティーリャ
D.O.ルエダ

入数 6本 6本 12本 12本 12本 6本

アルコール度数 11.5% 14.0% 13.0% 13.5% 13.5% 13.5%

コメント

SAKURA AWARD
（'19）金賞
スペインの高級レストラ
ンのみに採用されてい
るレセルバタイプ。繊細
ながらキレの良いブ
リュット・ナチュール。
青リンゴや酵母の香り、
キレのある極辛口。

15,000本の限定生産。

7か月間フレンチオーク
樽熟成。
熟した果実のニュアン
ス、シルキーでエレガン
トな仕上がり。

International Guide
Wine（’15）金賞
「イサベリーノ」は、この
ワイナリーが中世にイサ
ベル女王に献納してい
たため。
白い花のようなアロマ、
フレッシュでキレのある
飲み口。

Premio Baco（'16)金賞

MUNDUS VINI('18)金
賞
柑橘系の芳醇な香り、
爽快なハーブのニュアン
ス。

Catavinum World
Wine & Spirits ('16・

'17)金賞

Akatavinos
Sommelieres国際ワイ

ンコンクール('16)金賞
柑橘系のアロマとミネラ
ル感のバランス。
 

4,000本の限定生産。

'International Wine
Awards('17)金賞

樽発酵、9ヶ月間フレン
チオーク新樽熟成。熟
成したフルーツとココ
ナッツのような余韻。

タイプ 辛 1 2 3 4 5 甘 軽 1 2 3 4 5 重 辛 1 2 3 4 5 甘 辛 1 2 3 4 5 甘 辛 1 2 3 4 5 甘 辛 1 2 3 4 5 甘

JAN 8437007931303 8437001692514 8437008411361 8437008411293 8437008411026 8437008411194

参考上代価格
(税別) ¥1,900 ¥3,780 ¥1,400 ¥1,800 ¥1,800 ¥3,590

 

D.O.
Cava

(Pendes)

マリア・
カサノヴァ

Maria
Casanovas

http://www.parajapan-wine.com

D.O.
Monterrei

ボデーガ・
ブー・リベロ

Bodega Boo
Rivero

詳しい情報はWebで→

D.O.
Rueda

レイーナ・デ・
カスティーリャ

Reina de
Castilla

輸入元： 株式会社パラジャパン 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-8-11-7F
TEL:045-477-2881   FAX:045-477-2882   e-mail: vinos@parajapan.co.jp     

90p 91p 90p 90p

http://www.parajapan-wine.com/
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4月入荷予定

XIC18 XICV18 POC16 6CT0316 PAT16 PAB18

外観

色 白 ロゼ 赤 赤 赤 白

品名
チック
XIC

チック・ベルメル
XIC Vermell

オラゴッサ・クリアンサ
Olagosa Crianza

セイス・セパス・セイス
6Cepas6

パラシオ・デ・
アルガンサ・ティント
Palacio de Arganza

Tinto

パラシオ・デ・
アルガンサ・ブランコ
Palacio de Arganza

Blanco
ヴィンテージ 2018 2018 2016 2016 2016 2018

ブドウ品種
チャレッロ 100%
有機栽培（認証有）

チャレッロ・ベルメル
100％
有機栽培（認証有）

テンプラニーリョ
90%
ガルナチャ5％
マスエロ5％

テンプラニーリョ
100% メンシア100％ ゴデーリョ100％

生産者及び
生産地

アグスティ・トレーリョ
D.O.ペネデス

アグスティ・トレーリョ
D.O.ペネデス

ボデーガス・ペリカ
D.O.Ca.リオハ

ボデーガス・ペリカ
D.O.Ca.リオハ

パラシオ・デ・アルガンサ
V.T.カスティーリャ・

イ・レオン

パラシオ・デ・アルガンサ
V.T.カスティーリャ・

イ・レオン

入数 6本 6本 6本 6本 6本 6本

アルコール度数 11.5% 11.5% 13.5% 13.5% 13.0% 12.5%

コメント

ビオ農法で造られた
オーガニックワイン。
チックはスペイン語のチ
コ。カタルーニャ語で男
の子。
ブドウを丸ごと食べてい
るような旨みと酸味、骨
格のあるボディ。

6,400本限定生産。
ペネデスでは最も古く伝
統のあるチャレッロ・ベ
ルメル100％。
イチゴやラズベリーなど
の果実感と爽快感のあ
る辛口。

樹齢60年以上の古株よ

り収穫。

16ヶ月間フレンチ、アメ
リカンオーク樽熟成。
熟したブルーベリー、プ
ルーンなど華やかなア
ロマ、エレガントな中重
口。

ワイナリー100周年を記
念して造られたワイン。
6ヶ月間フレンチオーク

新樽熟成。
熟したプラムや紅茶の
葉のような複雑なアロ
マ、熟成されたタンニン
のバランス。
余韻も長い。

エチケットにはベラスケ
スの作品「バッカスの勝
利」がオマージュ。
樹齢100年の古株より

収穫。

6ヶ月間フレンチ・アメリ
カンオーク樽熟成。
熟したベリーの果実味、
柔らかいタンニン。

13世紀から続く伝統あ

るアルガンサ家。'
石英やスレート土壌より
収穫。
青リンゴ、ライムなどの
柑橘系のアロマ。
フレッシュかつフルー
ティー、アロマティックな
余韻。

タイプ 辛 1 2 3 4 5 甘 辛 1 2 3 4 5 甘 軽 1 2 3 4 5 重 軽 1 2 3 4 5 重 軽 1 2 3 4 5 重 辛 1 2 3 4 5 甘

JAN 8424744600036 8424744600050 8412643054005 8412643005304 8413650111309 8413650112108

参考上代価格
(税別) ¥1,900 ¥1,900 ¥1,900 ¥2,890 ¥1,580 ¥1,580

 http://www.parajapan-wine.com

D.O.
Penedes

アグスティ・
トレーリョ

Agusti
Torello

D.O.Ca.
Rioja

ボデーガス・
ペリカ

Bodegas
Perica

V.T.
Castilla y

León

パラシオ
・デ・

アルガンサ

Palacio de
Arganza

詳しい情報はWebで→輸入元： 株式会社パラジャパン 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-8-11-7F
TEL:045-477-2881   FAX:045-477-2882   e-mail: vinos@parajapan.co.jp     

91p



7

VBV18 VBRo16 VBRe14 VBS13 PMB17 LGT16 LGB18

外観

色 白 赤 赤 赤 赤 赤 白

品名
バルドス・ベルデホ

Bardos Verdejo
バルドス・ロマンティカ
Bardos Romantica

バルドス・レセルバ
Bardos Reserva

バルドス・スプレマ
Bardos Suprema

ムース・ブラザーズ
Moose Brothers

ラ・ガーラ・ティント
La Garra Tinto

ラ・ガーラ・ブランコ
La Garra Blanco

ヴィンテージ 2018 2016 2014 2013 2017 2016 2018

ブドウ品種 ベルデホ100％
ティンタ・デル・
パイス100％

ティンタ・デル・
パイス90％
カベルネ・ソーヴィニ
ヨン10％

ティンタ・デル・
パイス100％

ガルナチャ 75％
テンプラニーリョ
25％

テンプラニーリョ
60％
ガルナチャ 40％

シャルドネ 90％
ビウラ 10％

生産者及び
生産地

ビンタエ
D.O.リベラ・デル・ドゥエロ

ビンタエ
D.O.リベラ・デル・ドゥエロ

ビンタエ
D.O.リベラ・デル・ドゥエロ

ビンタエ
D.O.リベラ・デル・ドゥエロ

ボデーガス・ピエデモンテ
D.O.ナバーラ

ボデーガス・ピエデモンテ
D.O.ナバーラ

ボデーガス・ピエデモンテ
D.O.ナバーラ

入数 6本 6本 6本 6本 12本 12本 12本

アルコール度数 13.0% 14.0% 14.5% 14.5% 14.0% 14.0% 12.5%

コメント

天然酵母で発酵し、4ヶ

月間シュールリー熟成。
桃やシトラス、刈草のよ
うなアロマ。果実味が濃
厚でフレッシュさもある。
フェンネルのような心地
よくエレガントな余韻。

BARDOS＝スペイン語
で吟遊詩人。

樹齢60年以上の古株よ
り収穫。フレンチオーク
樽発酵、14ヶ月間フレン
チオーク古樽熟成。
熟したベリーの果実味、
アタックが強くもシル
キーなタンニン。

樹齢60年以上の古株よ
り収穫。フレンチオーク
樽発酵、16ヶ月間フレン
チオーク新樽熟成。
熟したブラックベリー系
の凝縮したアロマ、ふく
よかなボディと上品な酸
味、ほのかにスパイシー
な余韻。

樹齢80年以上の古株よ
り収穫。フレンチオーク
新樽発酵、30ヶ月間フレ
ンチオーク新樽熟成。
熟したプラムや甘草、ス
モーキーなニュアンス。
凝縮した果実味と豊か
なタンニン、複雑な余
韻。

Moose＝英語でヘラジ
カ。
3ヶ月間オーク樽熟成。
熟したブルーベリーやリ
コリス、微かにスパイ
シーなアロマ、ガルナ
チャの華やかな香りとテ
ンプラニーリョの豊かな
タンニンのバランス。

Berliner(’18)金賞

6ヶ月間オーク樽熟成。

La Garraは「野獣の爪」
を意味する。
ベリー系や野性味のあ
るスパイシーなアロマ、
熟した果実味。ジュー
シーかつ繊細なタンニン
の中重口。

La Garraとは「野獣の
爪」を意味する。
マンゴー、パイナップル
や柑橘類などの爽やか
な香り。エレガントな酸
に微かな甘み。爽やか
でバランスのある後味。

タイプ 辛 1 2 3 4 5 甘 軽 1 2 3 4 5 重 軽 1 2 3 4 5 重 軽 1 2 3 4 5 重 軽 1 2 3 4 5 重 軽 1 2 3 4 5 重 辛 1 2 3 4 5 甘

JAN 8437008695198 8437008695129 8437008695044 8437008695006 8426076151309 8426076150227 8426076350122

参考上代価格
(税別) ¥1,900 ¥2,380 ¥2,980 ¥11,800 ¥1,580 ¥1,800 ¥1,800

 

D.O.
Ribera del

Duero

ビンタエ

Vintae

D.O.
Navarra

ボデーガス・
ピエデモンテ

Bodegas
Piedemonte

詳しい情報はWebで→
http://www.parajapan-wine.com

輸入元： 株式会社パラジャパン 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-8-11-7F
TEL:045-477-2881   FAX:045-477-2882   e-mail: vinos@parajapan.co.jp     
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BMS17 BMCh18 NZR15 KLD16 VRI17 VRC18

外観

色 赤 白 赤 白 赤 白

品名
メレール・シラー

Meler Syrah
メレール・
シャルドネ

Meler Chardonnay

ナサリン
Nazarin

コレンダ
Kolenda

ルダ・インフシオン
Ruda Infusión

ルダ・カスアル
Ruda Casual

ヴィンテージ 2017 2018 2015 2016 2017 2018

ブドウ品種 シラー 100% シャルドネ100％ ガルナチャ100％
ゲヴルツトラミネル
100％

テンプラニーリョ
100% アイレン 100%

生産者及び
生産地

ボデーガス・メレール
D.O.ソモンターノ

ボデーガス・メレール
D.O.ソモンターノ

ラガール・ダンプリウス
I.G.P.バホ・アラゴン

ラガール・ダンプリウス
I.G.P.バホ・アラゴン

ボデーガス・ビニャ・ルダ
V.T.カスティーリャ

ボデーガス・ビニャ・ルダ
V.T.カスティーリャ

入数 6本 6本 6本 6本 6本 6本

アルコール度数 13.5% 14.0% 14.5% 14.5% 13.0% 12.0%

コメント

SAKURA AWARD(’18)
金賞
ソモンターノ唯一のシ
ラー100％ワイン。
三姉妹による女性の感
性で造られたシラー。
果実味豊かで酸とタンニ
ンのバランス。

三女アナが手掛ける
シャルドネ100％。
3～6ヶ月間シュール・
リー熟成の後、フレンチ
オーク樽熟成。
白い花の芳香、ミネラ
ル感がありフレッシュな
辛口。

NAZARIN=ブニュエル
の映画タイトル。
MUNDUS VINI('18)金
賞
Japan Wine
Challenge('19)金賞
天然酵母にて発酵。
チェリーなど熟した赤い
木の実のアロマと、穏や
かな酸味、シナモンのよ
うな甘くスパイシーな余
韻

KOLENDA=地元の太
鼓祭り。
天然酵母にて発酵、4ヵ
月シュールリー熟成。
ライチ、洋ナシ、白バラ
など甘く魅惑的なアロ
マ。
フレッシュでふくよかな
ボディ。
クミンのような心地よい
余韻。

ビニャ・ルダが3年の研
究によって開発した、抽
出製法により醸造（イン
フシオン製法）。ブドウの
皮の入ったステンレスの
柱の中にブドウの搾汁
を通すことで、香りを引
き出す。
柔らかい味わい。

International Guide
Wine('14)金賞
エチケットには日本の相
合傘をイメージ。
輝きを持った澄んだ黄
色。鮮烈なトロピカルフ
ルーツと白い花の芳香、
シルキーな舌触りと余
韻。

タイプ 軽 1 2 3 4 5 重 辛 1 2 3 4 5 甘 軽 1 2 3 4 5 重 辛 1 2 3 4 5 甘 軽 1 2 3 4 5 重 辛 1 2 3 4 5 甘

JAN 8437006492058 8437006492041 8437011621061 8437011621092 8414606743742 8414606743759

参考上代価格
(税別) ¥1,900 ¥2,700 ¥3,200 ¥3,200 ¥1,580 ¥1,580

 
http://www.parajapan-wine.com

I.G.P.Bajo
Aragón

ラガール・
ダンプリウス

Lagar
d'Amprius

D.O.
Somontano

ボデーガス・
メレール

Bodegas
Meler

V.T.
Castilla

ボデーガス・
ビニャ・ルダ

Bodegas
Viña Ruda

詳しい情報はWebで→輸入元： 株式会社パラジャパン 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-8-11-7F
TEL:045-477-2881   FAX:045-477-2882   e-mail: vinos@parajapan.co.jp     
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CUT17 CUTB16 PIVC16 WLM17 WLV18

外観

色 赤 白 赤 赤 赤

品名
クティオ
Cutio

クティオ・ブランコ
Cutio Blanco

イグレシア・ビエッハ・
クリアンサ

Iglesia Vieja Crianza

レジェンダ・
デル・モンヘ

Leyenda del Monje

レジェンダ・
デル・ボルカン

Leyenda del Volcán

ヴィンテージ 2017 2016 2016 2017 2018

ブドウ品種 ガルナチャ 100% マカベオ 100％
モナストレル 75%
シラー 18％
ガルナッチャ 7％

モナストレル 100％
テンプラニーリョ
100％

生産者及び
生産地

ナバスクエス・エノロヒア
D.O.カリニェーナ

ナバスクエス・エノロヒア
D.O.カリニェーナ

ボデーガス・ラ・プリシマ
D.O.イエクラ

ボデーガ・サン・
ディオニシオ

D.O.フミーリア

ボデーガス・ナランホ
V.T.カスティーリャ

入数 6本 6本 6本 6本 6本

アルコール度数 13.0% 13.0% 14.0% 14.0% 13.5%

コメント

Cutio＝永遠に

Pago de Aylesの醸造
家ナバスクエスのプライ
ベートブランド。
ジューシーでエレガント
な口当たり、カカオのよ
うな余韻。

Parker Point 90点

Pago de Aylesの醸造
家ナバスクエスのプライ
ベートブランド。
白い花、トロピカルフ
ルーツのアロマ。口当た
り滑らか。程よいボディ
感。

MUNDUS VINI('18)金
賞
Igｌesia Vieja＝古い教
会」。
エチケットはビートルズ
「アビーロード」のトリ
ビュート。
ベリー系のアロマ、熟成
された酸味とのバラン
ス。優しい飲み口。

Monje＝修道士

4ヶ月間フレンチ・アメリ

カンオーク樽熟成。
熟したベリー、バルサミ
コのアロマ、樽熟による
トースト香。ふくよかなボ
ディ、滑らかなタンニンと
ジューシーな味わい。

作家Miguel Angel
Asturias「グアテマラ伝
説集」の一作「火山の伝
説」へのオマージュ。

2ヶ月間フレンチ・アメリ
カンオーク樽熟成。スト
ロベリーからブラックベ
リーまで複雑なベリー系
アロマ。

タイプ 軽 1 2 3 4 5 重 辛 1 2 3 4 5 甘 軽 1 2 3 4 5 重 軽 1 2 3 4 5 重 軽 1 2 3 4 5 重

JAN 8437002299705 8412075801468 8436000240078 8423590004388 8437000368335

参考上代価格
(税別) ¥1,900 ¥1,900 ¥1,900 ¥1,900 ¥1,900

 

D.O.
Jumilla

ボデーガ・
サン・

ディオニシオ

Bodega San
Dionisio

D.O.
Cariñena

ナバスクエス・
エノロヒア

Nabascués
Enología

V.T.
Castilla

ボデーガス・
ナランホ

Bodegas
Naranjo

D.O.
Yecla

ボデーガス・
ラ・プリシマ

Bodegas
La Purisima

http://www.parajapan-wine.com
詳しい情報はWebで→輸入元： 株式会社パラジャパン 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-8-11-7F

TEL:045-477-2881   FAX:045-477-2882   e-mail: vinos@parajapan.co.jp     

90p
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UR12 COR13 CMT18 CMB18 CLT17 BDT18 BDB18

外観

色 赤 赤 赤 白 白 赤 白

品名
ウルスラ
Ursula

コルドゥラ
Cordula

マシア・ティント
Masia Tinto

マシア・ブランコ
Masia Blanco

レス・タジャデス
Les Tallades

ダイモン・ティント
Daimon Tinto

ダイモン・ブランコ
Daimon Blanco

ヴィンテージ 2012 2013 2018 2018 2017 2018 2018

ブドウ品種 モナストレル 100% マンドー 100％
ウル・デ・リェブレ
90％
ガルナッチャ10％

マカベオ 100％
ガルナッチャ・ブランカ
100％

ガルナチャ 85%
テンプラニーリョ
15%

ビウラ 28%
テンプラニーリョ・ブランコ
27%
シャルドネ23％
ソーヴィニヨン・ブラン 13%
マトゥラナ・ブランカ9%

生産者及び
生産地

コステラ・アルタ
D.O.バレンシア

コステラ・アルタ
D.O.バレンシア

セジェールス・ウニオ
D.O.カタルーニャ

セジェールス・ウニオ
D.O.カタルーニャ

セジェールス・ウニオ
D.O.テラ・アルタ

ボデーガス・トビーア
D.O.Caリオハ

ボデーガス・トビーア
D.O.Caリオハ

入数 6本 6本 6本 6本 6本 12本 12本

アルコール度数 14.0% 14.0% 12.5% 11.0% 12.5% 14.0% 13.5%

コメント

エチケットは英国の伝説
上の女王ウルスラの"U"
を牛の角で表現。
フレンチオークの新樽に
て4ヶ月間熟成。
熟成された色調とアロ
マ。カカオの余韻。

バレンシアで古くから栽
培されていた高級品種
マンドーを復活。
フレンチオーク古樽にて
4ヵ月熟成。
ブラックチェリーやピー
チのアロマ、スモーキー
かつスパイシー。

Masiaとはアラゴン地方
の言葉で「農家」の意
味。
樹齢35年以上の畑より

手摘み収穫。
ベリー系のフレッシュな
香り、フルーティーで滑
らかな口当たり。

Masiaとはアラゴン地方
の言葉で「農家」の意
味。
樹齢35年以上の畑より

手摘み収穫。
リンゴやナシなどの香
り。甘みと酸味のバラン
スがとれたキレのある辛
口。

Les Tallades＝現地で
愛される梅に似た植物
の名前。
和テイストのエチケット
同様和食との相性も抜
群。
ライチやマンゴーのよう
な熟した果実香、キレの
ある酸味。フレッシュな
飲み口。

SAKURA AWARD
（'19）金賞

6ヶ月間フレンチ、アメリ
カンオーク新樽熟成。
Daimon=ギリシャ神話
の半神半人。豊かな果
実香、バランスに優れた
ミディアムボディ。

3ヶ月間アメリカンオーク
新樽熟成。
Daimon=ギリシャ神話
の半神半人。トロピカル
フルーツのような香り、
樽由来の複雑なアロマ。
ボディも感じられる辛
口。

タイプ 軽 1 2 3 4 5 重 軽 1 2 3 4 5 重 軽 1 2 3 4 5 重 辛 1 2 3 4 5 甘 辛 1 2 3 4 5 甘 軽 1 2 3 4 5 重 辛 1 2 3 4 5 甘

JAN 8437013522014 8437013522007 8411045711721 8411045711738 8411045714432 8437002583132 8437002583125

参考上代価格
(税別) ¥1,580 ¥2,390 ¥1,180 ¥1,180 ¥1,590 ¥2,380 ¥2,380

 

D.O.Ca.
Rioja

ボデーガス・
トビーア

Bodegas
Tobía

詳しい情報はWebで→

D.O.
Catalunya

セジェールス・
ウニオ

Cellers
Unio

D.O.
Valencia

コステラ・
アルタ

Costera Alta

http://www.parajapan-wine.com
輸入元： 株式会社パラジャパン 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-8-11-7F
TEL:045-477-2881   FAX:045-477-2882   e-mail: vinos@parajapan.co.jp     

90p 91p
('15) ('16)
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MCL16 TSB17 VLV18 B154T

外観

色 赤 白 白 赤

品名
マンシーレス

Manciles
タルシラ
Tarsila

ビリャチカ・ベルデホ
Villachica Verdejo

クアトロ・テ
4T

ヴィンテージ 2016 2017 2018 2015

ブドウ品種

テンプラニーリョ 90％
カベルネ・ソーヴィニヨ
ン 5％
メンシア 5％

ベルデホ 40％
ソーヴィニヨン・ブラン
40％
ゲヴュルツトラミネール
20％

ベルデホ 100% ティンタ・デ・トロ
100%

生産者及び
生産地

ボデーガス・アルランサ
D.O.アルランサ

ボデ-ガ・タルシラ
V.T.カスティーリャ・

イ・レオン

パラシオ・デ・ビリャチカ
D.O.ルエダ

パラシオ・デ・ビリャチカ
D.O.トロ

入数 6本 6本 12本 6本

アルコール度数 13.5% 13.5% 13.0% 14.0%

コメント

JAMESSUCKLING92
点。
Mancile＝教会の名前。
４ヵ月間フレンチ、アメリカ
ンオーク樽熟成。
熟したベリー、クローブや
バニラの香り。ふくよかな
ボディ。

エチケットはオーナー
Tarsila自らのデザイン。
世界の女性への賛辞を
表現。
樹齢20年以上の畑より
手摘みで収穫。フルー
ティーな香り、ほんのり
スパイシー、フレッシュ
な味わい。

DO.Toroのワイナリー

がDO.Ruedaの畑を買
い付け、ベルデホで造っ
たワイン。
柑橘系のアロ。ミネラル
感、フレッシュな辛口。

TはブドウのTinta de
ToroとToro（牛）を表
現。
アメリカンオーク樽にて
6ヶ月間の熟成。
ブラックベリー、スパイ
シーのアロマ。骨格があ
り、凝縮された果実感。

タイプ 軽 1 2 3 4 5 重 辛 1 2 3 4 5 甘 辛 1 2 3 4 5 甘 軽 1 2 3 4 5 重

JAN 8436020230172 8437016649053 8437003043710 8437003043314

参考上代価格
(税別) ¥1,980 ¥1,590 ¥1,800 ¥2,750

 

D.O.
Arlanza

ボデーガス・
アルランサ

Bodegas
Arlanza

D.O.
Toro &
Rueda

パラシオ
・デ・

ビリャチカ

Palacio de
Villachica

V.T.
Castilla y Le

ón

ボデーガ・
タルシラ

Bodega
Társila

詳しい情報はWebで→
輸入元： 株式会社パラジャパン 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-8-11-7F
TEL:045-477-2881   FAX:045-477-2882   e-mail: vinos@parajapan.co.jp     

・代表取締役

岡崎博

・プロモーター

加藤雅史

傳田雅代

・事務

常盤千恵

http://www.parajapan-wine.com
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★Arraez



																		数量限定!!
マグナムボトル スウリョウ ゲンテイ

				D.O.
Valencia

ボデーガス・
アラーエス

Bodegas
Arráez		AET17		AHUV18		AHUN17		ACT18		ACB18		AMV18		AMVM16		AMVB16		AVDR17

		外観

		色				赤 アカ		赤 アカ				赤 アカ		白 シロ		赤 アカ		赤 アカ		白 シロ		赤 アカ

		品名				エドゥアルド・ティント
Eduardo Tinto		フー・ハッ！
HU-HA				カナジャス・ティント
Canallas Tinto		カナジャス・ブランコ
Canallas Blanco		マラ・ビーダ
Mala Vida		マラ・ビーダ・
マグナム
Mala Vida Magnum		マラ・ビーダ・
ブランコ
Mala Vida Blanco		ビビドール
Vividor

		ヴィンテージ				2017		2018		2017		2018		2018		2018		2016		2016		2017

		ブドウ品種				テンプラニーリョ 100%		ボバル 100%				テンプラニーリョ 50%
モナストレル 50%		メルセゲラ 50%
モスカテル 50%		モナストレル 30%
テンプラニーリョ 30%
カベルネ・ソーヴィニヨン 30%
シラー 10%		モナストレル 30%
テンプラニーリョ 30%
カベルネ・ソーヴィニヨン 30%
シラー 10%		メルセゲラ 40%
モスカテル 40%
ベルディル 20%		ボバル100%

		生産者及び
生産地 セイサンシャ オヨ セイサンチ				ボデーガス・アラーエス
D.O.バレンシア		ボデーガス・アラーエス
D.O.バレンシア				ボデーガス・アラーエス
D.O.バレンシア		ボデーガス・アラーエス
D.O.バレンシア		ボデーガス・アラーエス
D.O.バレンシア		ボデーガス・アラーエス
D.O.バレンシア		ボデーガス・アラーエス
D.O.バレンシア		ボデーガス・アラーエス
D.O.ウティエル・レケーナ

		入数 イリスウ				12本 ホン		12本 ホン				6本 ホン		6本 ホン		6本 ホン		-		6本 ホン		6本 ホン

		アルコール度数				13.0%		13.0%				13.0%		12.5%		13.5%		13.5%		12.5%		13.5%

		コメント				バレンシアの画家エドゥアルド・ベルメホのデザイン。
14ヶ月間フレンチ・アメリカンオーク樽等で熟成。
ベリー系のアロマ、カカオの余韻。 トウ ケイ ヨイン		1992年『俺はチモ・バヨ～燃えろバルセロナ』が日本でも大ヒットしたスペインを代表するテクノDJチモ・バヨにインスパイアされ造られたワイン。
５か月間アメリカンオーク樽熟成。
フレッシュな果実味、柔らかい酸、ラズベリーやトーストのようなオーク由来のニュアンス。余韻長い。
※2種類のエチケット。 ネン ニホン ダイ ダイヒョウ ツク ゲツカン ダル ジュクセイ カジツミ ヤワ サン ユライ ヨイン ナガ シュルイ				バレンシアの画家パコ・トゥエルカスのデザイン。"Canallas”とは、「ならず者」の意味。
4ヵ月間アメリカンオーク樽熟成。ジューシーかつスパイシー。タンニンも心地よい。 ガカ モノ イミ ゲツ カン ダル ジュクセイ ココチ		バレンシアの画家パコ・トゥエルカスのデザイン。"Canallas”とは、「ならず者」の意味。（カナジャス・ティントとは異なるエチケット）
柑橘系の爽やかさ。滑らかなのど越。 コト カンキツケイ サワ ナメ ゴ		SAKURA AWARD
（’16）ダイアモンドトロフィー
Mala Vida= ダメダメな生活。
果実味と樽香のバランスが秀逸。

 セイカツ カジツミ タル コウ シュウイツ		SAKURA AWARD
（’16）ダイアモンドトロフィー
大人気のマラビーダより数量限定でマグナムボトル新登場！！
 ダイニンキ スウリョウ ゲンテイ シントウジョウ		バレンシア固有の注目品種メルセゲラ、ベルディルを使用。
複雑な味わい、安定したボディ感。
青りんごや白い花の香り。
キレのある飲み口。 コユウ チュウモク ヒンシュ シヨウ フクザツ アジ アンテイ カン アオ シロ ハナ カオ ノ クチ		SAKURA AWARD（'18,'19）2年連続金賞
ビビドール＝人生を謳歌する人
果実味豊か、わずかにスパイシーな味わい。

 ネン レンゾク キンショウ ジュショウ ジンセイ ヒト イミ アジ

		タイプ				軽 1 2 3 4 5 重 カル オモ		軽 1 2 3 4 5 重 カル オモ				軽 1 2 3 4 5 重 カル オモ		辛 1 2 3 4 5 甘		軽 1 2 3 4 5 重 カル オモ		軽 1 2 3 4 5 重 カル オモ		辛 1 2 3 4 5 甘		軽 1 2 3 4 5 重 カル オモ

		JAN				8437010249082		8413513001334		8413513001686		8413513001532		8413513001525		8413513690699		8413513690675		8413513000092		8413513010299

		参考上代価格
(税別) サンコウ ジョウダイ カカク ゼイベツ				¥1,400		¥1,580				¥1,580		¥1,580		¥1,750		¥2,900		¥1,750		¥1,800

														詳しい情報はWebで→

		 																http://www.parajapan-wine.com







&"Arial,太字"&20&P


&"Arial,太字"&20&P		


輸入元：　株式会社パラジャパン　　〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-8-11-7F
TEL:045-477-2881   FAX:045-477-2882   e-mail: vinos@parajapan.co.jp     



★Arraez,Ilsionista





				D.O.
Valencia

ボデーガス・
アラーエス

Bodegas
Arráez		AVSD18		ACS19		AAC18		ALG15		AP15		D.O.
Ribera del Duero

ボデーガス・
エル・
イルシオニスタ

Bodegas El Ilusionista		BEV17		BEJ16		BEC14

		外観

		色				赤 アカ		白/泡 アワ		赤 アカ		赤 アカ		赤 アカ				白 シロ		赤 アカ		赤 アカ

		品名				ビビール・シン・
ドルミール
Vivir Sin Dormir		カーバ・スートラ
Cava Sutra		アルコス
Arcos		ラガーレス
Lagares		パルセラ・セロ
Parcela 0				エル・イルシオニスタ・
ベルデホ
El Ilusionista Verdejo		エル・イルシオニスタ・
ホベン
El Ilusionista Joven		エル・イルシオニスタ・
クリアンサ
El Ilusionista Crianza

		ヴィンテージ				2018		NV		2018		2015		2015				2017		2016		2014

		ブドウ品種				モナストレル 100%
有機栽培（認証有） アリ		マカベオ 90%
シャルドネ 10%		アルコス100％		モナストレル 60%
カベルネ・ソーヴィニヨン40％		ガルナッチャ・ティントレラ40％
モナストレル30％
カベルネ・ソーヴィニヨン15％
アルコス10％
フォルカヤット5％				ベルデホ 100%		テンプラニーリョ 100%		テンプラニーリョ 100%

		生産者及び
生産地 セイサンシャ オヨ セイサンチ				ボデーガス・アラーエス
D.O.フミーリャ		ボデーガス・アラーエス
D.O.カバ		ボデーガス・アラーエス
D.O.バレンシア		ボデーガス・アラーエス
D.O.バレンシア		ボデーガス・アラーエス
D.O.バレンシア				ボデーガス・エル・
イルシオニスタ
D.O.ルエダ		ボデーガス・エル・
イルシオニスタ
D.O.リベラ・デル・ドゥエロ		ボデーガス・エル・
イルシオニスタ
D.O.リベラ・デル・ドゥエロ

		入数 イリスウ				6本 ホン		6本 ホン		6本 ホン		6本 ホン		6本 ホン				6本 ホン		6本 ホン		6本 ホン

		アルコール度数				14.5%		11.5%		13.5%		14.0%		14.5%				12.5%		13.5%		13.5%

		コメント				MUNDUS VINI BioFach（’18,'19） 金賞
バレンシアの画家エドゥアルド・ベルメホのデザイン。
紅茶の茶葉、香草の芳香、カカオのような余韻。 キンショウ コウチャ チャバ コウソウ ホウコウ ヨイン		ブリュットタイプ。
「カーマスートラ」のもじり。
柑橘類・白い花のような華やかな香り、シルキーな飲み口。 カンキツルイ シロ ハナ ハナ カオ ノ クチ		バレンシアの希少土着品種アルコス使用。
6ヶ月間フレンチオーク樽熟成。
ベリー系のアロマ、果実の旨み、フレッシュかつエレガント キショウ ドチャク ヒンシュ シヨウ ゲツカン ダル ジュクセイ ケイ カジツ ウマ		14,000本限定生産。
WINE UP GUIDE90点
12ヶ月フレンチ、アメリカンオーク樽熟成。
ブラックベリー、リコリス、コーヒーのアロマ。
凝縮された果実味。

 ホン ゲンテイ セイサン テン ゲツ ダル ジュクセイ ギョウシュク カジツミ		7,000本限定生産。
18ヶ月間フレンチ、アメリカンオーク樽熟成。
ボデーガス・アラーエス最上級キュヴェ。熟したバルサミコ、トリュフの香り、エレガントで長い余韻。

 ホン ゲンテイ セイサン ゲツカン タル ジュクセイ サイジョウキュウ ジュク ヨイン				15,000本の限定生産。
9月初旬に手摘み収穫。
トロピカルフルーツ、青リンゴ、白い花のアロマ。
エレガントかつ長い余韻。 ホン ゲンテイ セイサン ガツ ショジュン テヅ シュウカク アオ シロ ハナ ナガ ヨイン		あのベガシシリアと同じDO土壌。
エル・イルシオニスタ＝夢想家（デイドリーマー）。背景が朝。
ストロベリー、チェリーのようなフレッシュなアロマ。酸味が調和したミネラル感のあるボディ。 オナ ドジョウ		20,000本の限定生産。
14ヶ月間フレンチ、アメリカンオーク樽熟成。
背景が夜。
ベリー系の複雑な香り、まろやかに溶けたタンニン、パワフルな飲みごたえ。 ケイ フクザツ カオ トモ ト ノ

		タイプ				軽 1 2 3 4 5 重 カル オモ		辛 1 2 3 4 5 甘 カラ アマ		軽 1 2 3 4 5 重 カル オモ		軽 1 2 3 4 5 重 カル オモ		軽 1 2 3 4 5 重 カル オモ				辛 1 2 3 4 5 甘 カラ アマ		軽 1 2 3 4 5 重 カル オモ		軽 1 2 3 4 5 重 カル オモ

		JAN				8413513500028		8413513122015		8413513001846		8413513001501		8413513001518				8437003519611		8437003519413		8437003519437

		参考上代価格
(税別) サンコウ ジョウダイ カカク ゼイベツ				¥1,900		¥1,900		¥3,000		¥3,200		¥4,800				¥2,800		¥1,590		¥3,600

														詳しい情報はWebで→ クワ ジョウホウ

		 																http://www.parajapan-wine.com





































&"Arial,太字"&20&P


&"Arial,太字"&20&P		


輸入元：　株式会社パラジャパン　　〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-8-11-7F
TEL:045-477-2881   FAX:045-477-2882   e-mail: vinos@parajapan.co.jp     



★Ramon,Martín





				D.O.
Ribeiro

　ラモン・ド・
カサール

Ramón do Casar		RDCR18		RDCT18		RDCN17		D.O.
Rias
Baixas

ボデーガス・
マルティン・
コダックス

Bodegas 
Martín
Códax		PDO17		MXMT18				MXM18		ALB17

		外観

		色				白		白		白				赤 アカ		白 シロ				白 シロ		白 シロ

		品名				ラモン・ド・カサール・
リベイロ
Ramón do Casar 
Ribeiro		ラモン・ド・カサール・
トレイシャドゥーラ
Ramón do Casar Treixadura		ラモン・ド・カサール・
ノブレ
Ramón do Casar Nobre				ピサーラス・デ・オテロ
Pizarras de OTERO		マリエッタ
Marieta				マラ・マルティン
Mara Martín		アルバ・マルティン
Alba Martín

		ヴィンテージ				2018		2018		2017				2017		2018				2018		2017

		ブドウ品種				トレイシャドゥーラ90％
アルバリーニョ 6％
ゴデーリョ 4％		トレイシャドゥーラ100％		トレイシャドゥーラ100％				メンシア 100％		アルバリーニョ 100% 				ゴデーリョ 100%		アルバリーニョ 100%

		生産者及び
生産地 セイサンシャ オヨ セイサンチ				ラモン・ド・カサール
D.O.リベイロ		ラモン・ド・カサール
D.O.リベイロ		ラモン・ド・カサール
D.O.リベイロ				マルティン・コダックス
D.O.ビエルソ		マルティン・コダックス
D.O.リアスバイシャス				マルティン・コダックス
D.O.モンテレイ		マルティン・コダックス
D.O.リアスバイシャス

		入数 イリスウ				6本 ホン		6本 ホン		6本 ホン				6本 ホン		6本 ホン				6本 ホン		6本 ホン

		アルコール度数				12.5%		13.0%		13.0%				13.0%		12.0%				13.0%		12.5%

		コメント				トロピカルフルーツ、白い花のアロマ。滑らかな舌触りで、はちみつのようなニュアンス。フレッシュかつフルーティーな余韻。

 ハナ ナメ シタ ザワ ヨイン		BACCHUS(’19)金賞
MUNDUS VINI MEININGER('18)銀賞
柑橘類、ハーブの香り。酸味と果実味のバランス。
フレッシュな果実の余韻。

 ジュショウ キンショウギンショウ カオ ユタ カン サンミ カジツミ カジツミ ココチ ヨイン		CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES ('19)金賞
３ヶ月間フレンチオーク樽熟成。ナツメグ、クローバー、熟した果実のアロマ。豊かなボディ感の余韻。

 キンショウ ゲツカン ダル ジュクセイ ユタ ジュク カオ カン ヨイン				“Pizarra”=スレート・粘板岩の意味。
ミネラル豊富な土壌からの収穫。赤い木の実の果実、スミレのような花のアロマ。ジューシーかつ美しい酸、ミネラリーでエレガントな飲み口。 ネンバンガン イミ ホウフ ドジョウ シュウカク アカ キ ミ カジツ ハナ ウツク サン ノ クチ		SAKURA AWARD （'15 165/2904本・'16 181/3543本・'17 237/4212本）3年連続ダブルゴールド（0.016%の奇跡のワイン）
オイスターワインコンテスト('18 ・'19) 
ベストオイスターワイン
微発砲。アルバリーニョ種で世界唯一のセミセコ (微甘)。
発酵を途中で止めることにより、ブドウ本来の甘さを残す。花、柑橘系の芳香。 ホン ホン ホン ネン レンゾク キセキ ビ ハッポウ シュ セカイ ユイイツ ビ アマ ハッコウ トチュウ ト ホンライ アマ ノコ ハナ カンキツケイ ホウコウ				インターナショナルワイン＆スピリッツコンクール（IWSC）金賞
ギアデル・コティディアーノ誌8.4点の高評価。
柑橘系の爽やかな香り、酸とミネラル感溢れるフレッシュでキレのある飲み口。
2017年ヴィンテージより新エチケット。 シ テン コウヒョウカ カンキツケイ サワ カオ サン カン アフ ノ クチ ネン シン		Premios Baco（'14）金賞
高級ブドウ品種アルバリーニョ本来の旨み、塩味を感じるエレガントな一本。
グレープフルーツ、白桃の香り、フルーティかつしっかりした骨格。上品な辛口。 キンショウ コウキュウ ヒンシュ ホンライ ウマ エンミ カン イッポン ハクトウ カオ コッカク ジョウヒン カラクチ

		タイプ				辛 1 2 3 4 5 甘 カラ アマ		辛 1 2 3 4 5 甘 カラ アマ		辛 1 2 3 4 5 甘 カラ アマ				軽 1 2 3 4 5 重		辛 1 2 3 4 5 甘				辛 1 2 3 4 5 甘 カラ アマ		辛 1 2 3 4 5 甘 カラ アマ

		JAN				8437014137019		8437014137026		8437014137071				8414825338163		8414825338316				8414825337838		8414825337876

		参考上代価格
(税別) サンコウ ジョウダイ カカク ゼイベツ				¥3,400		¥3,900		¥5,800				¥1,580		¥1,780				¥1,800		¥2,300

														詳しい情報はWebで→ クワ ジョウホウ

		 																http://www.parajapan-wine.com



































&"Arial,太字"&20&P


&"Arial,太字"&20&P		


輸入元：　株式会社パラジャパン　　〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-8-11-7F
TEL:045-477-2881   FAX:045-477-2882   e-mail: vinos@parajapan.co.jp     

http://www.parajapan-wine.com/

★Maria, Boo Rive,Reina





				D.O.
Cava
(Pendes)

マリア・
カサノヴァ

Maria Casanovas		MCBDB19		D.O.
Monterrei

ボデーガ・ブー・リベロ

Bodega Boo Rivero		FDC17		D.O.
Rueda

レイーナ・デ・
カスティーリャ

Reina de Castilla		IsR18		EBV18		RCS18		RCB16FB

		外観

		色				白/泡 アワ				赤 アカ				白		白		白		白 シロ

		品名				ブリュット・デ・
ブリュット
Brut de Brut				フラガ・ド・コルボ
Fraga do Corvo				イサベリーノ・
ルエダ
Isabelino Rueda		エル・ブフォン・
ベルデホ
El Bufon Verdejo		レイーナ・デ・
カスティーリャ・SB
Reina de Castilla Sauvignon Blanc		RCベルデホ・
フェルメンタード・
エン・バリカ
RC Verdejo Fermentado En Barrica

		ヴィンテージ				NV				2017				2018		2018		2018		2016

		ブドウ品種				パレリャーダ 40%
チャレッロ 30%
マカベオ 30%				メンシア 100％				ベルデホ 95%
ビウラ 5%		ベルデホ 100%		ソーヴィニヨン・
ブラン 100%		ベルデホ 100%

		生産者及び
生産地 セイサンシャ オヨ セイサンチ				マリア・カサノヴァ
D.O.カバ				ボデーガ・ブー・リベロ
D.O.モンテレイ				レイーナ・デ・
カスティーリャ
D.O.ルエダ		レイーナ・デ・
カスティーリャ
D.O.ルエダ		レイーナ・デ・
カスティーリャ
D.O.ルエダ		レイーナ・デ・
カスティーリャ
D.O.ルエダ

		入数 イリスウ				6本 ホン				6本 ホン				12本 ホン		12本 ホン		12本 ホン		6本 ホン

		アルコール度数				11.5%				14.0%				13.0%		13.5%		13.5%		13.5%

		コメント				SAKURA AWARD（'19）金賞
スペインの高級レストランのみに採用されているレセルバタイプ。繊細ながらキレの良いブリュット・ナチュール。
青リンゴや酵母の香り、キレのある極辛口。 コウキュウ サイヨウ センサイ ヨ アオ コウボ カオ ゴク カラクチ				15,000本の限定生産。
7か月間フレンチオーク樽熟成。
熟した果実のニュアンス、シルキーでエレガントな仕上がり。
 ホン ゲンテイ セイサン ゲツカン ダル ジュクセイ ジュク				International Guide Wine（’15）金賞
「イサベリーノ」は、このワイナリーが中世にイサベル女王に献納していたため。
白い花のようなアロマ、フレッシュでキレのある飲み口。 キンショウ チュウセイ ジダイ ジョウオウ ケンノウ メイメイ ハナ ヒロ ノ クチ		Premio Baco（'16)金賞
MUNDUS VINI('18)金賞
柑橘系の芳醇な香り、爽快なハーブのニュアンス。

                        キン ショウ ジュショウ キンショウ ジュショウ カオ ソウカイ カラクチ		Catavinum World Wine & Spirits ('16・'17)金賞
Akatavinos Sommelieres国際ワインコンクール('16)金賞
柑橘系のアロマとミネラル感のバランス。
                     
 キンショウ ジュショウ ショウ ジュショウ カン		4,000本の限定生産。
'International Wine Awards('17)金賞
樽発酵、9ヶ月間フレンチオーク新樽熟成。熟成したフルーツとココナッツのような余韻。

                     ホン ゲンテイ セイサン キンショウ ジュショウ タル ハッコウ シン タル ジュクセイ セイジュク ジュク アマ コウシンリョウ タノ

		タイプ				辛 1 2 3 4 5 甘 カラ アマ				軽 1 2 3 4 5 重 カル オモ				辛 1 2 3 4 5 甘 カラ アマ		辛 1 2 3 4 5 甘 カラ アマ		辛 1 2 3 4 5 甘 カラ アマ		辛 1 2 3 4 5 甘 カラ アマ

		JAN				8437007931303				8437001692514				8437008411361		8437008411293		8437008411026		8437008411194

		参考上代価格
(税別) サンコウ ジョウダイ カカク ゼイベツ				¥1,900				¥3,780				¥1,400		¥1,800		¥1,800		¥3,590

														詳しい情報はWebで→ クワ ジョウホウ

		 																http://www.parajapan-wine.com









&"Arial,太字"&20&P
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輸入元：　株式会社パラジャパン　　〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-8-11-7F
TEL:045-477-2881   FAX:045-477-2882   e-mail: vinos@parajapan.co.jp     
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http://www.parajapan-wine.com/

★Agusti,Perica,Argansa



								4月入荷予定 ガツ ニュウカ ヨテイ

				D.O.
Penedes

アグスティ・
トレーリョ

Agusti
Torello		XIC18		XICV18		D.O.Ca.
Rioja

ボデーガス・
ペリカ

Bodegas
Perica		POC16		6CT0316		V.T.
Castilla y León

パラシオ
・デ・
アルガンサ

Palacio de
Arganza		PAT16		PAB18

		外観

		色				白 シロ		ロゼ				赤		赤				赤		白 シロ

		品名				チック
XIC		チック・ベルメル
XIC Vermell				オラゴッサ・クリアンサ
Olagosa Crianza		セイス・セパス・セイス
6Cepas6				パラシオ・デ・
アルガンサ・ティント
Palacio de Arganza Tinto		パラシオ・デ・
アルガンサ・ブランコ
Palacio de Arganza Blanco

		ヴィンテージ				2018		2018				2016		2016				2016		2018

		ブドウ品種				チャレッロ 100%
有機栽培（認証有） ユウキ サイバイ ニンショウ アリ		チャレッロ・ベルメル
100％
有機栽培（認証有） ユウキ サイバイ ニンショウ アリ				テンプラニーリョ90%
ガルナチャ5％
マスエロ5％		テンプラニーリョ100%				メンシア100％		ゴデーリョ100％

		生産者及び
生産地 セイサンシャ オヨ セイサンチ				アグスティ・トレーリョ
D.O.ペネデス		アグスティ・トレーリョ
D.O.ペネデス				ボデーガス・ペリカ
D.O.Ca.リオハ		ボデーガス・ペリカ
D.O.Ca.リオハ				パラシオ・デ・アルガンサ
V.T.カスティーリャ・
イ・レオン		パラシオ・デ・アルガンサ
V.T.カスティーリャ・
イ・レオン

		入数 イリスウ				6本 ホン		6本 ホン				6本 ホン		6本 ホン				6本 ホン		6本 ホン

		アルコール度数				11.5%		11.5%				13.5%		13.5%				13.0%		12.5%

		コメント				ビオ農法で造られたオーガニックワイン。
チックはスペイン語のチコ。カタルーニャ語で男の子。
ブドウを丸ごと食べているような旨みと酸味、骨格のあるボディ。 ゴ ゴ オトコ コ マル タ ウマ サンミ コッカク		6,400本限定生産。
ペネデスでは最も古く伝統のあるチャレッロ・ベルメル100％。
イチゴやラズベリーなどの果実感と爽快感のある辛口。 モット フル デントウ カジツ カン ソウカイカン カラクチ				樹齢60年以上の古株より収穫。
16ヶ月間フレンチ、アメリカンオーク樽熟成。
熟したブルーベリー、プルーンなど華やかなアロマ、エレガントな中重口。 ジュレイ ネン イジョウ フルカブ シュウカク ゲツカン ダルジュクセイ ジュク ハナ チュウ オモ クチ		ワイナリー100周年を記念して造られたワイン。
6ヶ月間フレンチオーク新樽熟成。
熟したプラムや紅茶の葉のような複雑なアロマ、熟成されたタンニンのバランス。
余韻も長い。 シュウネン キネン ツク ジュク コウチャ ハ フクザツ ジュクセイ ヨイン ナガ				エチケットにはベラスケスの作品「バッカスの勝利」がオマージュ。
樹齢100年の古株より収穫。
6ヶ月間フレンチ・アメリカンオーク樽熟成。
熟したベリーの果実味、柔らかいタンニン。

 ジュレイ ネン フルカブ シュウカク ゲツカン ダルジュクセイ ジュク カジツミ ヤワ		13世紀から続く伝統あるアルガンサ家。'
石英やスレート土壌より収穫。
青リンゴ、ライムなどの柑橘系のアロマ。
フレッシュかつフルーティー、アロマティックな余韻。 ドジョウ シュウカク アオ カンキツケイ カン ヨイン ナガ

		タイプ				辛 1 2 3 4 5 甘 カラ アマ		辛 1 2 3 4 5 甘				軽 1 2 3 4 5 重 カル オモ		軽 1 2 3 4 5 重 カル オモ				軽 1 2 3 4 5 重		辛 1 2 3 4 5 甘 カラ アマ

		JAN				8424744600036		8424744600050				8412643054005		8412643005304				8413650111309		8413650112108

		参考上代価格
(税別) サンコウ ジョウダイ カカク ゼイベツ				¥1,900		¥1,900				¥1,900		¥2,890				¥1,580		¥1,580

														詳しい情報はWebで→ クワ ジョウホウ

		 																http://www.parajapan-wine.com
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輸入元：　株式会社パラジャパン　　〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-8-11-7F
TEL:045-477-2881   FAX:045-477-2882   e-mail: vinos@parajapan.co.jp     



★Vintae, Piedemonte





				D.O.
Ribera del Duero

ビンタエ

Vintae		VBV18		VBRo16		VBRe14		VBS13		D.O.
Navarra

ボデーガス・
ピエデモンテ

Bodegas Piedemonte		PMB17		LGT16		LGB18

		外観

		色				白		赤		赤		赤				赤 アカ		赤 アカ		白

		品名				バルドス・ベルデホ
Bardos Verdejo		バルドス・ロマンティカ
Bardos Romantica		バルドス・レセルバ
Bardos Reserva		バルドス・スプレマ
Bardos Suprema				ムース・ブラザーズ
Moose Brothers		ラ・ガーラ・ティント
La Garra Tinto		ラ・ガーラ・ブランコ
La Garra Blanco

		ヴィンテージ				2018		2016		2014		2013				2017		2016		2018

		ブドウ品種				ベルデホ100％		ティンタ・デル・
パイス100％		ティンタ・デル・
パイス90％
カベルネ・ソーヴィニヨン10％		ティンタ・デル・
パイス100％				ガルナチャ 75％
テンプラニーリョ 25％		テンプラニーリョ 60％
ガルナチャ 40％		シャルドネ 90％
ビウラ 10％

		生産者及び
生産地 セイサンシャ オヨ セイサンチ				ビンタエ
D.O.リベラ・デル・ドゥエロ		ビンタエ
D.O.リベラ・デル・ドゥエロ		ビンタエ
D.O.リベラ・デル・ドゥエロ		ビンタエ
D.O.リベラ・デル・ドゥエロ				ボデーガス・ピエデモンテ
D.O.ナバーラ		ボデーガス・ピエデモンテ
D.O.ナバーラ		ボデーガス・ピエデモンテ
D.O.ナバーラ

		入数 イリスウ				6本 ホン		6本 ホン		6本 ホン		6本 ホン				12本 ホン		12本 ホン		12本 ホン

		アルコール度数				13.0%		14.0%		14.5%		14.5%				14.0%		14.0%		12.5%

		コメント				天然酵母で発酵し、4ヶ月間シュールリー熟成。
桃やシトラス、刈草のようなアロマ。果実味が濃厚でフレッシュさもある。フェンネルのような心地よくエレガントな余韻。 テンネン コウボ ハッコウ ゲツカン ジュクセイ モモ カリクサ カジツミ ノウコウ ココチ ヨイン		BARDOS＝スペイン語で吟遊詩人。
樹齢60年以上の古株より収穫。フレンチオーク樽発酵、14ヶ月間フレンチオーク古樽熟成。
熟したベリーの果実味、アタックが強くもシルキーなタンニン。 ゴ ギンユウ シジン ジュレイ ネンイジョウ フルカブ シュウカク ダル ハッコウ ゲツカン コ ダル ジュクセイ ジュク カジツミ ツヨ		樹齢60年以上の古株より収穫。フレンチオーク樽発酵、16ヶ月間フレンチオーク新樽熟成。
熟したブラックベリー系の凝縮したアロマ、ふくよかなボディと上品な酸味、ほのかにスパイシーな余韻。 ジュレイ ネンイジョウ フルカブ シュウカク タル ハッコウ ゲツカン シン ダル ジュクセイ ジュク ケイ ギョウシュク ジョウヒン サンミ ヨイン		樹齢80年以上の古株より収穫。フレンチオーク新樽発酵、30ヶ月間フレンチオーク新樽熟成。
熟したプラムや甘草、スモーキーなニュアンス。凝縮した果実味と豊かなタンニン、複雑な余韻。 ジュレイ ネン イジョウ フルカブ シュウカク シン ダル ハッコウ ゲツカン シン ダル ジュクセイ ジュク アマクサ ギョウシュク カジツミ ユタ フクザツ ヨイン				Moose＝英語でヘラジカ。
3ヶ月間オーク樽熟成。
熟したブルーベリーやリコリス、微かにスパイシーなアロマ、ガルナチャの華やかな香りとテンプラニーリョの豊かなタンニンのバランス。 エイゴ ゲツカン ダル ジュクセイ ジュク カス カン ハナ カオリ ユタ		Berliner(’18)金賞
6ヶ月間オーク樽熟成。La Garraは「野獣の爪」を意味する。
ベリー系や野性味のあるスパイシーなアロマ、熟した果実味。ジューシーかつ繊細なタンニンの中重口。 キンショウ ゲツカン ダル ジュクセイ ヤジュウ ツメ イミ ケイ ヤセイミ ジュク カジツ ミ センサイ チュウ オモ クチ		La Garraとは「野獣の爪」を意味する。
マンゴー、パイナップルや柑橘類などの爽やかな香り。エレガントな酸に微かな甘み。爽やかでバランスのある後味。 イミ カオ カンキツルイ ア カオ サン カス アマ アトアジ

		タイプ				辛 1 2 3 4 5 甘 カラ アマ		軽 1 2 3 4 5 重 カル オモ		軽 1 2 3 4 5 重 カル オモ		軽 1 2 3 4 5 重 カル オモ				軽 1 2 3 4 5 重 カル オモ		軽 1 2 3 4 5 重 カル オモ		辛 1 2 3 4 5 甘 カラ アマ

		JAN				8437008695198		8437008695129		8437008695044		8437008695006				8426076151309		8426076150227		8426076350122

		参考上代価格
(税別) サンコウ ジョウダイ カカク ゼイベツ				¥1,900		¥2,380		¥2,980		¥11,800				¥1,580		¥1,800		¥1,800

														詳しい情報はWebで→ クワ ジョウホウ

		 																http://www.parajapan-wine.com
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輸入元：　株式会社パラジャパン　　〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-8-11-7F
TEL:045-477-2881   FAX:045-477-2882   e-mail: vinos@parajapan.co.jp     



★Meler,Amprius,Ruda





				D.O.
Somontano

ボデーガス・
メレール

Bodegas Meler		BMS17		BMCh18		I.G.P.Bajo Aragón

ラガール・
ダンプリウス

Lagar d'Amprius		NZR15		KLD16		V.T.
Castilla 

ボデーガス・
ビニャ・ルダ

Bodegas 
Viña Ruda		VRI17		VRC18

		外観

		色				赤 アカ		白 シロ				赤		白				赤 アカ		白 シロ

		品名				メレール・シラー
Meler Syrah		メレール・
シャルドネ
Meler Chardonnay				ナサリン
Nazarin		コレンダ
Kolenda				ルダ・インフシオン
Ruda Infusión		ルダ・カスアル
Ruda Casual

		ヴィンテージ				2017		2018				2015		2016				2017		2018

		ブドウ品種				シラー 100%		シャルドネ100％				ガルナチャ100％		ゲヴルツトラミネル100％				テンプラニーリョ 100%		アイレン 100%

		生産者及び
生産地 セイサンシャ オヨ セイサンチ				ボデーガス・メレール
D.O.ソモンターノ		ボデーガス・メレール
D.O.ソモンターノ				ラガール・ダンプリウス
I.G.P.バホ・アラゴン		ラガール・ダンプリウス
I.G.P.バホ・アラゴン				ボデーガス・ビニャ・ルダ
V.T.カスティーリャ		ボデーガス・ビニャ・ルダ
V.T.カスティーリャ

		入数 イリスウ				6本 ホン		6本 ホン				6本 ホン		6本 ホン				6本 ホン		6本 ホン

		アルコール度数				13.5%		14.0%				14.5%		14.5%				13.0%		12.0%

		コメント				SAKURA AWARD(’18)金賞
ソモンターノ唯一のシラー100％ワイン。
三姉妹による女性の感性で造られたシラー。
果実味豊かで酸とタンニンのバランス。　　　　 キンショウ ユイイツ サンシマイ ジョセイ カンセイ ツク カジツミ ユタ サン		三女アナが手掛けるシャルドネ100％。
3～6ヶ月間シュール・リー熟成の後、フレンチオーク樽熟成。
白い花の芳香、ミネラル感がありフレッシュな辛口。 サンジョ テガ ゲツ カン ジュクセイ ノチ タル ジュクセイ シロ ハナ ホウコウ カン カラクチ				NAZARIN=ブニュエルの映画タイトル。
MUNDUS VINI('18)金賞
Japan Wine Challenge('19)金賞
天然酵母にて発酵。
チェリーなど熟した赤い木の実のアロマと、穏やかな酸味、シナモンのような甘くスパイシーな余韻 エイガ テンネン キンショウ キンショウ コウボ ハッコウ ジュク アカ キ ミ オダ サンミ アマ ヨイン		KOLENDA=地元の太鼓祭り。
天然酵母にて発酵、4ヵ月シュールリー熟成。
ライチ、洋ナシ、白バラなど甘く魅惑的なアロマ。
フレッシュでふくよかなボディ。
クミンのような心地よい余韻。 ジモト タイコ マツ テンネン コウボ ハッコウ ゲツ ジュクセイ ヨウ シロ アマ ミワクテキ ココチ ヨイン				ビニャ・ルダが3年の研究によって開発した、抽出製法により醸造（インフシオン製法）。ブドウの皮の入ったステンレスの柱の中にブドウの搾汁を通すことで、香りを引き出す。
柔らかい味わい。 セイホウ		International Guide Wine('14)金賞
エチケットには日本の相合傘をイメージ。
輝きを持った澄んだ黄色。鮮烈なトロピカルフルーツと白い花の芳香、シルキーな舌触りと余韻。 キンショウ ニホン アイアイガサ

		タイプ				軽 1 2 3 4 5 重 カル オモ		辛 1 2 3 4 5 甘				軽 1 2 3 4 5 重 カル オモ		辛 1 2 3 4 5 甘 カラ アマ				軽 1 2 3 4 5 重 カル オモ		辛 1 2 3 4 5 甘

		JAN				8437006492058		8437006492041				8437011621061		8437011621092				8414606743742		8414606743759

		参考上代価格
(税別) サンコウ ジョウダイ カカク ゼイベツ				¥1,900		¥2,700				¥3,200		¥3,200				¥1,580		¥1,580

														詳しい情報はWebで→ クワ ジョウホウ

		 																http://www.parajapan-wine.com
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輸入元：　株式会社パラジャパン　　〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-8-11-7F
TEL:045-477-2881   FAX:045-477-2882   e-mail: vinos@parajapan.co.jp     



★Dionisio,Naranjo,Nabas,Prisima





				D.O.
Cariñena

ナバスクエス・  
エノロヒア

Nabascués Enología		CUT17		CUTB16		D.O.
Yecla

ボデーガス・　ラ・プリシマ

Bodegas
La Purisima		PIVC16		D.O.
Jumilla

ボデーガ・
サン・
ディオニシオ

Bodega San Dionisio		WLM17		V.T.
Castilla

ボデーガス・
ナランホ

Bodegas Naranjo		WLV18

		外観

		色				赤 アカ		白 シロ				赤 アカ				赤				赤

		品名				クティオ
Cutio		クティオ・ブランコ
Cutio Blanco				イグレシア・ビエッハ・ クリアンサ
Iglesia Vieja Crianza				レジェンダ・
デル・モンヘ
Leyenda del Monje				レジェンダ・
デル・ボルカン
Leyenda del Volcán

		ヴィンテージ				2017		2016				2016				2017				2018

		ブドウ品種				ガルナチャ 100%		マカベオ 100％				モナストレル 75%
シラー 18％
ガルナッチャ 7％				モナストレル 100％				テンプラニーリョ100％

		生産者及び
生産地 セイサンシャ オヨ セイサンチ				ナバスクエス・エノロヒア
D.O.カリニェーナ		ナバスクエス・エノロヒア
D.O.カリニェーナ				ボデーガス・ラ・プリシマ
D.O.イエクラ				ボデーガ・サン・
ディオニシオ
D.O.フミーリア				ボデーガス・ナランホ
V.T.カスティーリャ

		入数 イリスウ				6本 ホン		6本 ホン				6本 ホン				6本 ホン				6本 ホン

		アルコール度数				13.0%		13.0%				14.0%				14.0%				13.5%

		コメント				Cutio＝永遠に
Pago de Aylesの醸造家ナバスクエスのプライベートブランド。
ジューシーでエレガントな口当たり、カカオのような余韻。
 ジョウゾウ カ クチア ヨイン		Parker Point 90点
Pago de Aylesの醸造家ナバスクエスのプライベートブランド。
白い花、トロピカルフルーツのアロマ。口当たり滑らか。程よいボディ感。 テン シロ ハナ クチア ナメ ホド カン				MUNDUS VINI('18)金賞
Igｌesia Vieja＝古い教会」。
エチケットはビートルズ「アビーロード」のトリビュート。
ベリー系のアロマ、熟成された酸味とのバランス。優しい飲み口。 キンショウ キョウカイ ジュクセイ ノ クチ				Monje＝修道士
4ヶ月間フレンチ・アメリカンオーク樽熟成。
熟したベリー、バルサミコのアロマ、樽熟によるトースト香。ふくよかなボディ、滑らかなタンニンとジューシーな味わい。 シュウドウシ ゲツカン タル ジュクセイ ジュク タル ジュク コウ ナメ アジ				作家Miguel Angel Asturias「グアテマラ伝説集」の一作「火山の伝説」へのオマージュ。
2ヶ月間フレンチ・アメリカンオーク樽熟成。ストロベリーからブラックベリーまで複雑なベリー系アロマ。 サッカ イッサク デンセツ カン ダル ジュクセイ フクザツ ケイ カン

		タイプ				軽 1 2 3 4 5 重 カル オモ		辛 1 2 3 4 5 甘				軽 1 2 3 4 5 重 カル オモ				軽 1 2 3 4 5 重 カル オモ				軽 1 2 3 4 5 重 カル オモ

		JAN				8437002299705		8412075801468				8436000240078				8423590004388				8437000368335

		参考上代価格
(税別) サンコウ ジョウダイ カカク ゼイベツ				¥1,900		¥1,900				¥1,900				¥1,900				¥1,900

														詳しい情報はWebで→ クワ ジョウホウ

		 																http://www.parajapan-wine.com
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輸入元：　株式会社パラジャパン　　〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-8-11-7F
TEL:045-477-2881   FAX:045-477-2882   e-mail: vinos@parajapan.co.jp     



★Costera,Unio,Tobia





				D.O.
Valencia

コステラ・
アルタ

Costera Alta		UR12		COR13		D.O.
Catalunya

セジェールス・
ウニオ

Cellers
Unio		CMT18		CMB18		CLT17		D.O.Ca.
Rioja

ボデーガス・
トビーア

Bodegas
Tobía		BDT18		BDB18

		外観

		色				赤		赤				赤 アカ		白 シロ		白 シロ				赤		白 シロ

		品名				ウルスラ 
Ursula		コルドゥラ 
Cordula				マシア・ティント
Masia Tinto		マシア・ブランコ
Masia Blanco		レス・タジャデス
Les Tallades				ダイモン・ティント
Daimon Tinto		ダイモン・ブランコ
Daimon Blanco

		ヴィンテージ				2012		2013				2018		2018		2017				2018		2018

		ブドウ品種				モナストレル 100%		マンドー 100％				ウル・デ・リェブレ90％
ガルナッチャ10％		マカベオ 100％		ガルナッチャ・ブランカ
100％				ガルナチャ 85% 
テンプラニーリョ 15% 		ビウラ 28%
テンプラニーリョ・ブランコ 27%
シャルドネ23％
ソーヴィニヨン・ブラン 13% 
マトゥラナ・ブランカ9% 

		生産者及び
生産地 セイサンシャ オヨ セイサンチ				コステラ・アルタ
D.O.バレンシア		コステラ・アルタ
D.O.バレンシア				セジェールス・ウニオ
D.O.カタルーニャ		セジェールス・ウニオ
D.O.カタルーニャ		セジェールス・ウニオ
D.O.テラ・アルタ				ボデーガス・トビーア
D.O.Caリオハ		ボデーガス・トビーア
D.O.Caリオハ

		入数 イリスウ				6本 ホン		6本 ホン				6本 ホン		6本 ホン		6本 ホン				12本 ホン		12本 ホン

		アルコール度数				14.0%		14.0%				12.5%		11.0%		12.5%				14.0%		13.5%

		コメント				エチケットは英国の伝説上の女王ウルスラの"U"を牛の角で表現。
フレンチオークの新樽にて4ヶ月間熟成。
熟成された色調とアロマ。カカオの余韻。 ジュクセイ シキチョウ ヨイン		バレンシアで古くから栽培されていた高級品種マンドーを復活。
フレンチオーク古樽にて4ヵ月熟成。
ブラックチェリーやピーチのアロマ、スモーキーかつスパイシー。 フル サイバイ コウキュウ ヒンシュ フッカツ フル ダル ゲツ ジュクセイ				Masiaとはアラゴン地方の言葉で「農家」の意味。
樹齢35年以上の畑より手摘み収穫。
ベリー系のフレッシュな香り、フルーティーで滑らかな口当たり。 チホウ コトバ ノウカ イミ ジュレイ ネン イジョウ ハタケ テヅ シュウカク ケイ カオ ナメ クチア		Masiaとはアラゴン地方の言葉で「農家」の意味。
樹齢35年以上の畑より手摘み収穫。
リンゴやナシなどの香り。甘みと酸味のバランスがとれたキレのある辛口。 チホウ コトバ カオ アマ サンミ カラクチ		Les Tallades＝現地で愛される梅に似た植物の名前。
和テイストのエチケット同様和食との相性も抜群。
ライチやマンゴーのような熟した果実香、キレのある酸味。フレッシュな飲み口。 ゲンチ アイ ウメ ニ ショクブツ ナマエ ワ ドウヨウ ワショク アイショウ バツグン ジュク カジツ コウ サンミ ノ クチ				SAKURA AWARD（'19）金賞
6ヶ月間フレンチ、アメリカンオーク新樽熟成。Daimon=ギリシャ神話の半神半人。豊かな果実香、バランスに優れたミディアムボディ。

 ゲツカン シン タル ジュクセイ シンワ ハン ハンニン ハンニン ユタ カジツ コウ スグ		3ヶ月間アメリカンオーク新樽熟成。
Daimon=ギリシャ神話の半神半人。トロピカルフルーツのような香り、樽由来の複雑なアロマ。ボディも感じられる辛口。

 カオ タル ユライ タル ユライ ウマ アフ

		タイプ				軽 1 2 3 4 5 重 カル オモ		軽 1 2 3 4 5 重 カル オモ				軽 1 2 3 4 5 重		辛 1 2 3 4 5 甘		辛 1 2 3 4 5 甘				軽 1 2 3 4 5 重 カル オモ		辛 1 2 3 4 5 甘 カラ アマ

		JAN				8437013522014		8437013522007				8411045711721		8411045711738		8411045714432				8437002583132		8437002583125

		参考上代価格
(税別) サンコウ ジョウダイ カカク ゼイベツ				¥1,580		¥2,390				¥1,180		¥1,180		¥1,590				¥2,380		¥2,380

												詳しい情報はWebで→

		 																http://www.parajapan-wine.com
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輸入元：　株式会社パラジャパン　　〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-8-11-7F
TEL:045-477-2881   FAX:045-477-2882   e-mail: vinos@parajapan.co.jp     

('15)

('16)



★Arlanza,Tarsi,Villachica、Legua





				D.O.
Arlanza

ボデーガス・
アルランサ

Bodegas
Arlanza		MCL16		V.T.
Castilla y León

ボデーガ・
タルシラ

Bodega 
Társila		TSB17		D.O.
Toro & Rueda

パラシオ
・デ・
ビリャチカ

Palacio de
Villachica		VLV18		B154T

		外観

		色				赤 アカ				白 シロ				白 シロ		赤

		品名				マンシーレス
Manciles				タルシラ
Tarsila				ビリャチカ・ベルデホ
Villachica Verdejo		クアトロ・テ
4T

		ヴィンテージ				2016				2017				2018		2015

		ブドウ品種				テンプラニーリョ 90％
カベルネ・ソーヴィニヨン 5％
メンシア 5％				ベルデホ 40％
ソーヴィニヨン・ブラン
40％
ゲヴュルツトラミネール
20％				ベルデホ 100%		ティンタ・デ・トロ 100%

		生産者及び
生産地 セイサンシャ オヨ セイサンチ				ボデーガス・アルランサ
D.O.アルランサ				ボデ-ガ・タルシラ
V.T.カスティーリャ・
イ・レオン				パラシオ・デ・ビリャチカ
D.O.ルエダ		パラシオ・デ・ビリャチカ
D.O.トロ

		入数 イリスウ				6本 ホン				6本 ホン				12本 ホン		6本 ホン

		アルコール度数				13.5%				13.5%				13.0%		14.0%

		コメント				JAMESSUCKLING92点。
Mancile＝教会の名前。
４ヵ月間フレンチ、アメリカンオーク樽熟成。
熟したベリー、クローブやバニラの香り。ふくよかなボディ。 テン キョウカイ ナマエ ゲツ カン タル ジュクセイ ジュク カオ				エチケットはオーナーTarsila自らのデザイン。世界の女性への賛辞を表現。
樹齢20年以上の畑より手摘みで収穫。フルーティーな香り、ほんのりスパイシー、フレッシュな味わい。 ミズカ セカイ ジョセイ サンジ ヒョウゲン ジュレイ ネン イジョウ ハタケ テヅ シュウカク カオ アジ				DO.ToroのワイナリーがDO.Ruedaの畑を買い付け、ベルデホで造ったワイン。
柑橘系のアロ。ミネラル感、フレッシュな辛口。 ハタケ カ ツ ツク カンキツケイ カン カラクチ		TはブドウのTinta de ToroとToro（牛）を表現。
アメリカンオーク樽にて6ヶ月間の熟成。
ブラックベリー、スパイシーのアロマ。骨格があり、凝縮された果実感。 アラワ ヒョウゲン コッカク ギョウシュク カジツ カン

		タイプ				軽 1 2 3 4 5 重 カル オモ				辛 1 2 3 4 5 甘 カラ アマ				辛 1 2 3 4 5 甘		軽 1 2 3 4 5 重 カル オモ

		JAN				8436020230172				8437016649053				8437003043710		8437003043314

		参考上代価格
(税別) サンコウ ジョウダイ カカク ゼイベツ				¥1,980				¥1,590				¥1,800		¥2,750

														詳しい情報はWebで→
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輸入元：　株式会社パラジャパン　　〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-8-11-7F
TEL:045-477-2881   FAX:045-477-2882   e-mail: vinos@parajapan.co.jp     

・代表取締役
                  岡崎博
・プロモーター
              加藤雅史
              傳田雅代
・事務
              常盤千恵

http://www.parajapan-wine.com
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