
コクあり赤

（1セット￥19,680）
¥3,280 

②ウォーターストーン シャルドネ カーネロス2017　

ぶどうの旨みと樽の香りは、さすがの風格…シャルドネの優良畑から造られた一本は、白ワイン好きなら見逃せません！

コクあり白

①ウォーターストーン メルロ ナパ・ヴァレー2016　

¥3,580（税別）

言わずと知れたナパ・ヴァレーの
象徴！ナパワインファンならずとも、
一度は飲みたい元祖カルトワイン。

圧倒的なパワーと、果実の凝縮感…カ
ルトワイン級のナパワインが、まさかの価
格で！長年の関係あってこそ、実現でき
ました。

コクあり赤

まろやか赤

まろやか赤
③ウォーターストーン カベルネ
　ソーヴィニヨン リザーヴ
　ナパ・ヴァレー2015　

濃くてまろやかな、カリフォルニアの
カベルネ・ソーヴィニヨンが限定入荷！

⑤エストラーダ・クリーク
　カベルネ・ソーヴィニヨン2017　

¥1,480（税別）

¥5,000→

¥3,580（税別）¥5,000→

¥1,980→

¥60,000→

¥6,800（税別）¥12,800→

（1セット￥39,480）¥6,580 
6本セットで1本あたり

（1セット￥7,680）
¥1,2806本セットで1本あたり

（1セット￥7,680）
¥1,2806本セットで1本あたり

6本セットで1本あたり

たっぷりの果実味でするする飲める、
毎日飲みたいカリフォルニア・メルロ！

④エストラーダ・クリーク
　メルロ2017

¥1,480（税別）¥1,980→

コクあり赤

¥2,380→

エクストレマリウム
カバ ブリュット
2016

¥1,980（税別）

当店スパークリングワイ
ン人気No.1！長期熟成
によるきめ細かな泡立
ちと飲みごたえある味
わい。

オーパス・ワン2016

¥55,000（税別）

秋の大収穫祭
異例の年となった2020年。困難に直面しながらも、生産者たちは、ただ愚直に

ワイン造りに向き合ってきました。少しでも多くの方に手に取っていただくことで、

世界中のパートナーの支えになれば･･･その想いでお届けします！

感謝を
伝える

濃くて、滑らかで、旨い！畑からこだわり抜いたメルロがこの価格で手に入るのは、奇跡的です！

人気急上昇のスパークリングワイン！

辛口スパークリング白

（1セット¥22,572）¥1,881 
12本セットで1本あたり

¥2,580→ ¥6,800→

カタン クレマン
ダルザス ブリュット

¥2,380（税別）

クレマン・ダルザス協
会会長も務めた蔵元
が自社ぶどうから造る
こだわりスパークリン
グワイン！

辛口スパークリング白

（1セット¥27,132）¥2,261
12本セットで1本あたり

ラミィ・ピヨ
クレマン・ド
ブルゴーニュ
ブリュット

¥3,580（税別）

その味シャンパン
級？！シャサーニュ・モ
ンラッシェを造る蔵の
スパークリングは限
定数量のみ！

辛口スパークリング白

（1セット¥38,664）¥3,222 
12本セットで1本あたり

ドゥルドン
ヴィエイヤール
ブラン・ド・ブラン
2012

¥5,800（税別）

小さなぶどう農家ながら、
シャンパーニュのコンクー
ルでは大手メゾンを抑えて
金賞を獲得した実力派！

辛口スパークリング白

（1セット¥66,120）¥5,510
12本セットで1本あたり

プンティ・フェレール
スパークリング・
パイス

¥1,680（税別）

チリで古くから栽培さ
れるパイス種の古木
のぶどうから造る果実
味たっぷりのスパーク
リング！

辛口スパークリング白

（1セット¥18,144）¥1,512
12本セットで1本あたり

ギヨ ガリーグ
スパークリング　

¥980（税別）

匠ギヨさんが、ついに
造ってくれました！毎
日でも楽しめる新着デ
イリー・スパークリング
は、ケース買いがおす
すめです。

辛口スパークリング白

（1セット¥10,584）¥882
12本セットで1本あたり

New!

カリフォルニアのぶどう農家を
知り尽くした蔵元の自信作を
全量買付で特別価格に！

カルトワインにも負けないかも？！
蔵元最高峰のカベルネをご賞味ください。

●2008年 ¥6,800（税別）

ヴィンテージコレクション
ウォーターストーン カベルネ・ソーヴィニヨン ナパ・ヴァレー

ウォーターストーン カベルネ・ソーヴィニヨン リザーヴ ナパ・ヴァレー

数量
限定

専門家も「ダイナミックな年」と評する年の
ボルドーのような味わい。

コクあり赤

●2009年 ¥6,800（税別）
長い生育期間が実現した香り高いヴィンテージ。

コクあり赤

●2010年 ¥6,800（税別）
低収穫量なぶどうが凝縮感を生みました。

コクあり赤

●2003年 ¥15,000（税別）
変化の多い年が生み出す複雑な味わい。

コクあり赤

●2005年 ¥15,000（税別）
穏やかな気候が造る果実味・酸・渋味の
バランスのとれた味わい。

コクあり赤

●2006年 ¥15,000（税別）
「理想的な天候」と言われる収穫期を迎えた
調和のとれた年号。

コクあり赤

メルロの産地として知られる地区でも、ナパの有名ワイナリーも御
用達のぶどう園のぶどうを使用します。過去にはナパ産メルロの
名門が使用していた畑とのこと！超高級レストランにもオンリスト
する実力派ワイン。

名門ワイナリーも使用するトゥルシャードぶどう園のぶどうを100%
使用します。一部をフレンチオークの木樽で発酵・熟成をします。ブ
ルゴーニュ産高級シャルドネのような味わいです。

更に！

（1セット￥19,680）
¥3,280 6本セットで1本あたり更に！

ヴィノスやまざきからのメッセージ

世界的な人気を誇るナパ・ヴァレー。
年々価格が高騰

する中で、本当に高品質なワインを
手ごろな価格で

造るウォーターストーンは当店長年
のパートナーで

す。この世界的な困難の中、現地レス
トランにも多くワ

インを提供している彼らは大きな打撃
を受け、今後ワ

イン造りをやめるかもしれません・・・
そんな彼らを応

援するために、すべてのワインをヴィ
ノスやまざきが

買い取ることを決断いたしました。

本当に飲んでいただきたいから
この価格でお届けします。

California Wine Month 2020

カリフォルニアワイナリー
応援5本セット

①ウォーターストーン
　メルロ ナパ・ヴァレー2016　
②ウォーターストーン
　シャルドネ カーネロス2017
③ウォーターストーン
　カベルネ・リザーヴ2015
④エストラーダ・クリーク
　メルロ2017
⑤エストラーダ・クリーク
　カベルネ・ソーヴィニヨン2017
　　

¥15,800（税別）
¥26,760→

送料
無料

ウォーターストーン・ワイナリーとは…
ナパで最もコスパのあるワインかも？！

ナパ・ヴァレーの銘醸畑とのパイプも太く、
そういったぶどうからこだわりのワインを造ります。

醸造を手がけるのは有名ワイナリーでも
醸造長を務めたローリー・フック氏。

ワイン専門誌での高い評価を獲得し、
プレミア・ナパ・ヴァレー・オークションでも
高額落札された実力派。

1

2

3
蔵元の詳細はWebから！



ワインを飲んで、生産者を応援しよう！

https://www.v-yamazaki.co.jp  TEL.0120-740-790
未成年の飲酒は法律で禁じられています。
※価格は全て税抜価格となっております。　※お酒は楽しく適量で。
※在庫状況により、掲載商品と実物のラベル・仕様・年号等が異なる場合がございます。
※妊娠中や授乳期の飲酒は胎児・乳児の発育に悪影響を与える恐れがあります。営業時間 AM9：00～PM8：00

甘口白

3ブリッジス貴腐ワイン2017 375ml

¥2,180（税別）

金賞受賞の常連！トロっと濃厚な果実
味とハチミツのような風味の、当店人
気No.1デザートワイン！

ご注文はWEBショップ、お電話、お近くのヴィノスやまざきのお店まで!
ヴィノスやまざき

特別価格は2020年10月3日（土）～10月30日（金）
ワイン（750ml or 375ml）12本以上または1万円（税別）以上のご購入で、全国一律送料無料！！※一部対象外の地域・店舗がございます。

お電話でもお承り致します。

TEL.0120-740-790［営業時間］AM9：00～PM8：00

※期間は変更になる場合があります。予めご了承ください。
※6月～9月まではご指定がない限り、品質管理のためクール便にて発送させていただきます。

初亀 大吟醸純米
瓢月 720ml 

¥3,200（税別）

⑯巽酒 山田錦吟醸
　720ml

¥2,280（税別）

静岡吟醸の名手・松尾
杜氏に当店先代「巽」
の名を冠した限定酒を
仕込んでもらいました！
透明感がありキレのあ
る味わいで、食中酒に
はぴったりです！

静岡の銘酒「初亀」が年に一度の
みリリースする限定酒！「瓢月」と
いう名は地元岡部町の茶室名か
ら取っており、玉露のように繊細で
奥深い味わいを表現しています。

ブルゴーニュの中でも
高い名声を誇る銘醸村
「ジュヴレ・シャンベルタ
ン」は、濃密で繊細、深
みを備えた一本。

ボルドー5大シャ
トーの中でも、世界
の愛好家を惹き付
けてやまない、圧倒
的な存在感を放つ
トップシャトー。

シャサーニュ・モン
ラッシェの畑を知り
尽くした老舗蔵元が
造る一本は、果実
味、酸味、樽のバラン
スが抜群。

獺祭 純米大吟醸
磨き二割三分　720ml

¥5,050（税別）

言わずと知れた山口県の人気
銘柄「獺祭」の取り扱いがス
タート！獺祭のフラッグシップで
ある二割三分は、華やかな香り
と蜂蜜のような甘味が特徴的
です。

 ※日本酒取り扱い店舗/ヴィノスやまざきWEBショップおよび通信販売部、静岡本店、新静岡セノバ店、沼津店、小田原店、池袋店、広尾店、有楽町店、エキュート品川店、武蔵小杉店、コレド室町店、川崎アゼリア店、中目黒店、パルコヤ上野店、CIAL横浜店、京都店、そごう横浜店

 ※ポイント除外

¥8,200→

（1セット￥24,852）¥2,07112本セットで1本あたり

ヴィノスの日本酒は、新たな挑戦へ

¥5,000→

¥2,980→ ¥3,780→ ¥3,580→¥3,380→ ¥2,980→

¥2,780→ ¥2,780→ ¥3,280→¥2,580→

¥2,380→

コクあり赤

辛口スパークリング白

シャトー・ムートン
ロートシルト2013

¥91,600（税別）

モンペイルー・グランヴァン2014

¥7,500（税別）

コクあり赤

⑫カラブリア
　ブロス バロッサ
　ヴァレー シラーズ
　2016

¥2,980（税別）
（1セット¥33,972）¥2,831 

12本セットで1本あたり

コクあり赤

⑬スリーリングス
　シラーズ2016

¥3,280（税別）
（1セット¥36,504）¥3,042 

12本セットで1本あたり

まろやか赤

⑭テマニア
　ピノ・ノワール2018

¥2,980（税別）
（1セット¥33,972）¥2,831 

12本セットで1本あたり

すっきり白

⑮テマニア
　リースリング2019

自然派ぶどうから造る、
上品で繊細、青りんごの
ような香り豊かなリースリ
ングが限定入荷！

ニュージーランドの実力蔵が
造る、自然派ピノ・ノワール！
チェリーのような、柔らかな果
実味にあふれています。

この秋、お肉に合わせ
て楽しみたい！オースト
ラリアのシラーズらし
い、濃厚さとスパイシー
さがたまりません。

カラブリア家の情熱が詰
まった、古木のぶどうの凝縮
感あふれる濃厚シラーズ！

¥2,580（税別）
（1セット¥29,412）¥2,451 

12本セットで1本あたり

¥7,125 6本セットで1本あたり
（1セット¥42,750）

（1セット¥84,240）¥7,020    
12本セットで1本あたり

（1セット¥95,040）¥7,920    
12本セットで1本あたり

コクあり白

⑪3ブリッジス
　シャルドネ2018

完熟ぶどうを樽熟成！
トロピカルな果実味あ
ふれる、カラブリア家
のトップ白ワイン。

¥2,680（税別）
（1セット¥30,552）¥2,546 

12本セットで1本あたり

すっきり白

⑦ノーブルヒル
　ヴィオニエ2019

¥2,500（税別）

⑧ノーブルヒル
　シラー2017

¥1,980（税別）
（1セット¥28,500）¥2,375

12本セットで1本あたり

まろやか赤

（1セット¥22,572）¥1,881
12本セットで1本あたり

すっきり白

⑨ボーモン シュナン
　ブラン2019

¥2,380（税別）
（1セット¥27,132）¥2,261

12本セットで1本あたり

コクあり赤

⑩グレンデル
　メルロ2018

¥3,080（税別）
（1セット¥35,112）¥2,926

12本セットで1本あたり

しなやかで深みある
味わい…金賞ハン
ターが造る、ぶどうの
旨みあふれるメルロ！

南アフリカ中の生産者が
お手本にする一本！？シュ
ナン・ブランのスペシャリ
ストが造る、ぶどうの旨み
をストレートに感じる白。

国内ワインコンクールで鉄
板焼きに合うワインの最高
位グランプリを獲得！定期
便でも人気だったワインが
店頭初入荷です。

華やかな香りがたまり
ません！南アのクラフト
ワイナリーの芳醇な
ヴィオニエが、久々の
入荷！

コクあり赤

⑥アルダリン
　レディY2016

南アフリカの蔵元と
共に造り上げた新樽
熟成の赤ワインは、ま
るでボルドーワイン！？

¥3,980（税別）
（1セット￥45,372）¥3,781

12本セットで1本あたり

ラミィ・ピヨ
シャサーニュ
モンラッシェ白2018

¥8,800（税別）

コクあり白レジス・ブーヴィエ
ジュヴレ
シャンベルタン
2018

¥7,800（税別）

コクあり赤

コクあり赤

南アフリカワイナリー
応援5本セット⑥～⑩

¥16,420→¥13,800（税別）

オーストラリア・ニュージーランド
ワイナリー応援5本セット⑪～⑮

¥16,700→¥13,800（税別）

New!

蔵直®実力派ワイン　有名グランヴァンvs

毎日飲みたい！旨得ワイン

コクあり赤

ウェストエンド
ブラック・シラーズ

¥1,000（税別）
（1セット¥10,800）¥900 

12本セットで1本あたり

バリューで人気の
「リッチランド」シリー
ズを造るカラブリア・
ファミリーのオーストラ
リアらしいシラーズ。
気軽に飲んでいただ
きたい一本です。

すっきり白

リッチランド
シャルドネ 2019

¥1,080（税別）
（1セット¥12,312）¥1,026 

12本セットで1本あたり

オーストラリアワイン当店
売上本数No.1のリッチラ
ンドは果実味たっぷり！

ペリエ・ジュエ
ベルエポック 2012

シャトー・カロン
セギュール2017

¥25,300（税別）

¥16,000（税別） ¥30,000（税別）

　コクあり赤　

シャトー・ポンテカネ 2009
　コクあり赤　

ドメーヌ・ダヴィド・デュバン
ニュイ・サン・ジョルジュ・
1級・レ・プリュリエ 2017

コングスガード　シャルドネ
ナパ・ヴァレー2018

¥12,800（税別）

¥18,000（税別） ¥180,000（税別）

コクあり白

まろやか赤

ハーラン・エステート
レッドワイン2005

　コクあり赤　

第一弾
We are the World

格付けボルドーワインにも引け
を取らない気品と重厚感は、
まさに南仏のグランヴァン！ボ
ルドー5大シャトーの元醸造長
が、南仏の貴族のシャトーと
タッグを組み手がけた、唯一
無二の一本。

ワインフェア

¥1,280→

コクあり赤

コレクション
プリヴァーダ 2017

¥1,680（税別）
（1セット¥18,144）¥1,512

12本セットで1本あたり

当店チリワイン直輸入第一
号ワインは10年以上のロン
グセラー！樽の香ばしさを
感じる味わい。 すっきり赤

テラマター
ヴィンヤード・リザーヴ 
ピノ・ノワール 2018

¥1,680（税別）
（1セット¥18,144）¥1,512 

12本セットで1本あたり

驚きの美味しさとコス
パ！絶対に後悔しない本
格ピノ！

甘口微発泡白

リッチランド
モスカート

¥1,280（税別）
（1セット¥14,592）¥1,216 

12本セットで1本あたり

もぎたてマスカットを丸か
じりしたようなフルーティな
甘さが口いっぱいに広がり
ます！

¥1,380→

甘口赤

ソレイユ・キュヴェ
ユウコ

¥1,280（税別）
（1セット¥14,592）¥1,216

12本セットで1本あたり

低アルコール&甘口ワイン
でシリーズ累計販売本数
100万本超え！ワインを初
めて飲む方にもぜひ。

¥1,500→

秋の日本酒の季節に、蔵元と共に造
り上げた限定

酒、季節酒が入荷します!ヴィノスの先
代は静岡地

酒の名伯楽として、磯自慢や國香な
どの酒蔵と共

に地域を盛り上げたパイオニアです。

獺祭取扱
い

スタート

限定静岡地酒
2本セット⑯⑰ ¥7,330（税別）

⑰磯自慢 愛山 純米大吟醸
　中取りグラッパボトル720ml

特A地区産の愛山を使用し、最も稀
少な「中取り」部分のみを瓶詰めし
た磯自慢渾身の一本。

10月中旬入荷予定

送料
無料

送料
無料

10/10（土
）

入荷予定


