イるおで ては か認にのウルのン ててと欧イ れワ
ンのり︑そき崩し︒識少︑ジコではおいしと米ンとてイも
なが︑最のてさか でしとュー︑洗そたまうのはいいンと
の山変も国いれし は詳いール国練らかうしワ一うまにも
で梨革先産るるそ なしうスの産さくらもてイ般のせあと
す県の頭ワよ時の いいのの入ワれ︑でのもン的はんま当
︒の中をイう期共 で人がよっイて欧すだ見とに︑でり店
甲枢走ンでが通 しのワうたンい米︒と劣比い国し力は
州にっ業す迫認 ょ共イなブはるワ 思りべう産たを国
ワあて界︒っ識 う通ンもドアもイ っしるとワ︒入産
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和食に合うワイン アルガブランカ
和食にピ ッ タリ
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ま大さは たワあがウでれ し理ンのがンは 決ブ
しのを甲し品イる多品はる甲ただをた収造雨しまドワ
た武欠州か種ン味く種な甲州︒と国め穫りがかっウイ
︒器点ブしとをの︑とく州ワ 考内︑出に多してのン
にとド︑は造しボ比︑ブイ えで本来適い︑し品造
し考ウ甲いるっデべ欧ドン ら造格ました日ま質り
てえの州えのかィる米ウに れる的せため本いでは
しず味ワまにりーとのも用 てのなんブ︑のま全原
ま︑のイせ適し感水ブ例い きはワ︒ドワ気すて料
い最弱ンんしたの気ド外ら ま無イそウイ候︒がの
︒

能る時ムと現て役産 ラ表
性銘にがな在もをワアンす
と柄ま拡る︑過担イルカる
実にだ大銘甲言っンガで銘
力なまし柄州でてブブす柄
をっだてでワはいーラ︒が
秘て注いすイなるムン ア
めい目く︒ンいとのカ ル
てくさとブの︑い牽は ガ
い可れ同ー核今っ引国 ブ

勝沼醸造ブドウ畑

イセハラ

ピッパ

白・辛口【シュールリー】

白・やや辛口【特定畑】

白・辛口【樽発酵】

シュールリー醸造法(ワイ
ンと澱をゆっくり接触させ
る)を用いた、食に合う辛口
ワインです。ワインとの相性
が難しいとされていた味噌、
醤油、わさび等にもよく合い
ます。

このワインは小字名の伊勢
原の単一畑から収穫された甲
州種のみを原料に醸造したワ
インです。華やかな香りに加
え、爽やかな酸味と微妙な甘
さがバランス良く、他に無い
個性を醸し出しています。

醸造過程で糖や酸を補わず、
ぶどう本来の成分を凝縮し、
フレンチオーク樽中で6ヶ月
間醗酵熟成しました。そして
さらに、びん熟成を2年以上
重ねました。果実味と樽香の
バランスがよく、複雑で優雅
です。

750ml 2,100円

750ml 3,780円

ブリリャンテ

ドース

エンヴェリェシーダ

白・辛口【発泡酒】

白・極甘口【デザート】

白・甘口【マディラタイプ】

このワインは、一本一本の
びんの中でぶどうをワインに
することにより、醗酵で生ず
る二酸化炭素をびん内に閉じ
込めたものです。甲州ぶどう
の優しさと弾ける爽やかさを
お楽しみ下さい。

ぶどう本来の甘さと酸味を
大切に冷凍凝縮して無補糖で
醸造しました。蜂蜜のような
自然な甘さとしっかりした酸
が、キレの良い深い味わいを
与えます。デザートと共によ
く冷やしてお召し上がりくだ
さい。

甘口ワインをブランディー
で酒精強化し、長期熟成した
ワインです。熟成によりドラ
イフルーツ、枯葉、土、ナツ
メグなどの香りと果実からく
る上品な甘さと酸味がバラン
ス良く調和しています。

375ml 3,360円

375ml 2,310円

750ml 4,725円
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勝沼醸造受賞記録
2006年11月 「第５回甲斐Vin2006ワインセレクション」
甘口部門
赤ワイン

第2位【アルガーノ 甲州2006】
第１位【アルガ レティーロ2003】

2006年 7月 「JAPAN
【アルガブランカ
【アルガブランカ

WINE CHALLENGE 2006」
イセハラ 2005】 銀賞受賞
ピッパ 2003】銅賞受賞

2005年11月 「第4回甲斐Vin2005ワインセレクション」

クラレーザ

750ml 1,680円

新
し
い
国
産
ワ
イ
ン

ア
ル
ガ
てわンとま際それー際表ブ
いいの︑で飲のてル的のラ
まをよ欧はんたいでなよン
し想う米︑でめま評コうカ
た像なワもみ︑す価ンには
︑し味イっる実︒さク国右

和
食
に
ピ
ッ
タ
リ

蔵たまそんカ ま
元めでの素はます
かに確美晴そた︒
ら︑実味らの︑
直全にしし品ア
送て送さい質ル
さのりをのはガ
れ商届飲でもブ
ま品けみすちラ
すがる手がろン
︒
︑

ッをう たての香くラっのでどせ辛にワ 象いよが
タ持なア︒い良味繊ンてはすんる口酸イいでとり飲
リつ酒ル るさに細カい必がな味の味ンつすいもん
と和質ガ よをよではます︑酒わ日がとも︒う国で
調食はブ ううっ透力す品良でい本少比飲 の産み
和と繊ラ にまて明強︒のいもな酒なべん がワる
し極細ン 思く日感さア良酒そのをくるで 最イと
まめ味カ え表本のでルさとうで彷︑とい 初ン思
すてわの ま現的あはガをいなす彿淡極る のっっ
︒ピいよ しし品るなブもうの︒さ麗端白 印ぽた

辛口部門
甘口部門

第1位【アルガブランカ
第2位【アルガブランカ

ピッパ2002】
イセハラ2005】

2005年 6月 「JAPAN

WINE CHALLENGE 2005」

【アルガブランカ

クラレーザ 2004】 銀賞受賞

2005年 6月 「VINO LJUBLJANA 2005」
【アルガブランカ

イセハラ 2004】 銀賞受賞

2005年 4月 「SAWA 2005」(スピリッツ ＆ ワイン アジア）
【アルガブランカ
【アルガブランカ

クラレーザ】
イセハラ】銀賞受賞

2004年12月 「第3回甲斐Vin2004ワインセレクション」
甲州Ａ部門
甲州Ｂ部門
赤ワイン部門

第2位【アルガ 甲州ヌーボー2004】
第1位【アルガブランカ イセハラ2004】
第1位【アルガ アルカサール2002】

2004年 7月 「ＩＷＳＣ 2004」
【 アルガ ブランカ イセハラ 2003】銀賞受賞
2004年 6月 「第50回 ヴィーノ

リュブリアーナ」にて

【勝沼甲州樽醗酵2002】銀賞受賞
2004年 3月 「第10回ヴィナリーインターナショナル2004」
【勝沼甲州樽醗酵2002】銀賞受賞
2003年11月 「第2回甲斐Vin2003ワインセレクション」

和食にピ ッ タリ

いまてがう緒来 りりりをだやア
︒すいもこにる日まこ︑飲あ刺ル
︒っっと飲︑本すな日んと身ガ
是てとでめ本酒︒い本で︑とブ
非ほも︑る当の こ食み欧合ラ
おしっ国ワに変 とにる米わン
試いと産イ和わ がはとのせカ
しと広ワン食り 良し︑ワてを
下思まイととが くっやイ飲寿
さいっンい一出 解くはンん司

甲州種Ａ部門
甲州種Ｂ部門

第2位 【甲州ヌーボードライ2003】
第1位 【勝沼甲州樽発酵2002】

2003年 2月 「第9回ヴィナリーインターナショナル2003」
【甲州特醸樽醗酵1999】銀賞受賞
2002年11月 「第１回甲斐Vin2002新酒ワインセレクション」
甲州部門

第1位【甲州ヌーボードライ2002】

1999年11月 「ジャパンインターナショナルワインチャレンジ1999」
【甲州樽醗酵1997】銅賞受賞

