
●ＡＪＵ小牧ワイナリー醸造ワイン　～葡萄栽培から醸造、販売まで、仲間が丹精込めて贈る自社生産ワイン「ななつぼし」&「小牧城信長」～

品番 商品名 グラス
売り 醸造地 特徴 サイズ 通常価格 フェス価格 本数 小計

1
小牧ワイナリー　ななつぼし
多治見修道院産　ロゼ　2017

小牧 Rose
やや
辛口

多治見修道院産のﾊﾞｯﾌｧﾛｰｽﾁｭｰﾍﾞﾝ種、100%。葡萄そのものを漂わせる果
実味香を持つ。多治見の風土を感じ、キレイな酸とほのかなタンニンが特
徴。優しく可愛らしく、すっきりとした軽い飲み心地に仕上げました。

720ml ¥2,500 ¥2,000

2
小牧ワイナリー　ななつぼし
小牧ローズシオタ　白　2017

ワイン
セミナー

☆
小牧 Ｗｈｉｔｅ

やや
辛口

小牧圃場のﾛｰｽﾞｼｵﾀ種、100%。ハーブやアロマ系統、熱帯果実の香り、
爽やかな触り、キリリとした若々しくも、しっかりとした強めの酸味とフ
レッシュな果実味が広がる。柑橘系の香りも漂い、ローズシオタという葡
萄品種の独特の味わいが特徴。

720ml ¥2,500 ¥2,000

3
小牧ワイナリー　ななつぼし
山形デラウェア　白　2017 ○ 小牧 Ｗｈｉｔｅ

やや
辛口

山形県産ﾃﾞﾗｳｪｱ種、100%。ﾃﾞﾗｳｪｱ種の果実味豊かな飲み口、フレッシュ
な果実香、若々しく力強い酸味が爽やか、味わいのすっきりとした味わ
い。和食や洋食問わず、幅広い料理との相性が楽しめます。

720ml ¥2,000 ¥1,800 　

4
小牧ワイナリー　ななつぼし
小牧ﾏｽｶｯﾄﾍﾞﾘｰA　ロゼ　2017

小牧 Rose
やや
辛口

ﾏｽｶｯﾄﾍﾞﾘｰA種を一晩、スキンコンタクトして程良い渋味を抽出。ほんのり
と淡い薄紅色の上品な色合い。フレッシュな果実香、柑橘系の香りも漂
う。みずみずしい酸味とボディ感を合わせ持つ爽快感も特徴。

720ml ¥2,500 ¥2,000

5
小牧ワイナリー　ななつぼし
岡崎デラウェア　ロゼ　2017

小牧 Rose
やや
甘口

日本ではワイン用及び生食用として定着のデラウェア種を一晩、スキンコ
ンタクトして甘い香りに程良い渋味を抽出。酸味は弱く、フルーティーな
果実味が広がる。甘味を感じながらもスッキリ、フレッシュに味わえる仕
上がり。

375ml ¥1,350 ¥1,200

6
小牧ワイナリー　ななつぼし
小牧ﾌﾞﾗｯｸｸｸｲｰﾝ　赤　2017

ワイン
セミナー

☆
○ 小牧 Red

やや
辛口

小牧圃場のﾌﾞﾗｯｸｸｲｰﾝ種、100％。プルーンやフローラル、ダークチェ
リーを漂わせる香りに加え、濃縮感溢れる芳醇な果実味。香りが豊かで、
すっとしたシャープな後味が深い柔らかなタンニンと渋味、きりっと豊か
な酸味が調和し、フレッシュ味わいが広がる。

720ml ¥2,500 ¥2,000

7
小牧ワイナリー　ななつぼし
小牧ﾏｽｶｯﾄﾍﾞﾘｰA　赤　2017

小牧 Red
やや
辛口

小牧圃場のﾏｽｶｯﾄﾍﾞﾘｰA種、100%。やや淡いのチェリー色にイチゴや野
花のような香りを漂わせ、フレッシュ、ピチピチした果実味と、シャープ
な酸味に加え、軽いタンニンも味わえるところが特徴。

720ml ¥2,500 ¥2,000

8
小牧ワイナリー　ななつぼし
東谷ﾏｽｶｯﾄﾍﾞﾘｰA　赤　2017 ○ 小牧 Red

やや
辛口

愛知県東谷産のﾏｽｶｯﾄﾍﾞﾘｰA種、100%。やや淡いのチェリー色、クラン
ベリーのような赤い果実や野花のような香りが漂う。みずみずしい果実味
に、優しい酸味、渋みやタンニンは軽めでフレッシュな味わい。シンプル
で余韻も特徴。

720ml ¥2,000 ¥1,800

9
小牧ワイナリー　ななつぼし
ﾏｽｶｯﾄﾍﾞﾘｰA・ﾒﾙﾛｰ　赤　2016

小牧 Red
やや
辛口

ﾏｽｶｯﾄﾍﾞﾘｰA種、ﾒﾙﾛｰ種のブレンド。やや濃い朱色に、イチゴのような、熟
した黒い果実の香りを持ち、森林のような風土を感じつつ、バランスのと
れた爽やかな酸味、程良い余韻も口に広がる。

720ml ¥1,800 ¥1,500

10
小牧ワイナリー
小牧城信長　赤

小牧 Red
やや
辛口

ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ産（ｶｽﾃﾗｫﾝ種、ｱﾗｺﾞﾈｽ種）と小牧醸造ﾜｲﾝのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ土着
葡萄品種特性の凝縮された果実味。爽やか酸も感じられ、色調はガーネッ
ト色、プラム、ベリー系のアロマ香が漂う柔らかなタンニンと渋味、まろ
やかな味わいが見事なバランス。

720ml ¥1,800 ¥1,500

金額
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タイプ

小計①／本数  ￥



●ＡＪＵオリジナルワイン　～ＡＪＵオーストラリア圃場のブドウが奏でる「ＡＪＵオリジナルワイン」～

品番 商品名 グラス
売り 生産地 タイプ 特徴 サイズ 通常価格 フェス価格 本数 小計

11
AJUワイン　赤
ｸﾞﾙﾅｯｼｭ ＆ シラーズ　2015

○
引換え
ワイン

南オースト
　　　ラリア

Red やや
辛口

ｸﾞﾙﾅｯｼｭ種、ｼﾗｰｽﾞ種のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。チョコレート、カカオのような香ばしい香
りも持ち、熟成感も漂う。酸味の効いた果実味、酸味･渋味とタンニンの絶
妙なバランス。力強いスパイシーな味わいもアクセント。

720ml ¥1,800 ¥1,500 　

12
AJUワイン　白
リースリング　2015

○
引換え
ワイン

南オースト
　　　ラリア

Ｗｈｉｔｅ やや
辛口

リースリング種。輝く黄金色。フルーティーな香り、青リンゴやミントの
香りに合わせ芳醇な香りが漂う。爽やかな果実味、きりっとした酸味が軽
快な飲み応えを感じ、フレッシュな調和の取れた味わい。

720ml ¥1,800 ¥1,500

13
ジェナー&ユー
リースリング　2013 ○ 南オースト

　　　ラリア
Ｗｈｉｔｅ 辛口

ﾘｰｽﾘﾝｸﾞ種。ライム、ハチミツ、バラの香り、アロマ香も特徴。爽やかな
果実味、きりっとした酸味が軽快な飲み応えのある味わい。また、酸と一
緒に感じるしとやかな甘味とフレッシュな調和の取れた辛口。

750ml ¥2,500 ¥1,800

14
ジェナー&ユー
シラーズ　2012 ○ 南オースト

　　　ラリア
Red 辛口

バニラ香、樽香とともに甘い香り広がり、かつ芳醇で柔らかく上品な香
り。適度な渋さと酸味、舌に広がるタンニンのバランスが良い。ふくよか
な余韻も特徴。

750ml ¥2,500 ¥1,800

15
ジェナー&ユー
シラーズ　2013

南オースト
　　　ラリア

Red 辛口

果皮の果実味が多く、濃く強い渋味のあるシラーズ種を長期樽熟成。ブ
ラックペッパー、スパイシーかつ香ばしさ、角がとれ、全体が和らぎ、口
当たりは若い時よりも柔らく、やや素朴な感がある渋味。かつ、まろやか
で豊かな味わいと芳醇な余韻も広がる。

750ml ¥2,500 ¥1,800

16
ジェナー&ユー
ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ　2012

南オースト
　　　ラリア

Red 辛口
ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ種。適度な渋さと凝縮した果実味、花のようなエレガント
香りを持ち、ハーブの香り、芳醇な果実味と味わい、滑らかなタンニンと
渋味が見事なバランス

750ml ¥2,500 ¥1,800

17
ジェナー&ユー
ｸﾞﾙﾅｯｼｭ ＆ シラーズ　2014 ○ 南オースト

　　　ラリア
Red 辛口

ｸﾞﾙﾅｯｼｭ種、ｼﾗｰｽﾞ種のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。酸味の効いた果実味、チョコレートのよう
な甘く香ばしい香りも持ち、酸味･渋味とタンニンの絶妙なバランス。力強
いスパイシーな味わいもアクセント。

750ml ¥2,500 ¥1,800

●Ｃａｓａｍａｒｉ修道院 ／～イタリアはローマとナポリの中間の簡素な修道院で造られる。これぞローマに通ずるヨーロッパの伝統ワイン～

18 イル　ジオヴァンニ　2013 ○ イタリア Red 辛口
ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ種、ｶﾍﾞﾙﾈﾌﾗﾝｸ種、ﾒﾙﾛｰ種のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。キノコやスミレのよう
な果実香や樽香が特徴、軽やか酸味とタンニンのバランスも穏やか、爽や
かな余韻も広がる。熟成し、複雑味が増し、風格ある味わい。

750ml ¥3,500 ¥2,200

●San Gabriel修道院 ／～ スペインの醸造家専門学校になった元修道院。若い醸造家たちの情熱の赤ワイン達～

19 ジョーベン　2013
スペイン
リベラ・デル
・ドュエロ

Red やや
辛口

テンプラニーリョ種。樽熟成は半年。強烈なチェリーレッドは、生命力を
与えてくれます。熟した果実やベリーのプライマリアロマ。風味豊かで活
気を与えるバランスの取れた酸味。

750ml ¥1,800 ¥1,500 　

●St.Hildegard修道院 ／～ドイツの女子修道会のシスターが造るワイン～

20
リースリング
シュペトレーゼ　2015 ○

ドイツ
リューデス
　　ハイム

Ｗｈｉｔｅ 甘口
リースリング種。果実味溢れる上品な香りと口当たりの良い甘さ、程良い
爽やかな酸味が口の中に広がる。

750ml ¥3,500 ¥2,500

●クロムエジーシュ宮殿 ／スコの世界遺産に登録されている歴史ある風土を感じるワイン～

21
グリューナー
ヴェルトリーナー　2014

チェコ Ｗｈｉｔｅ やや
辛口

ｸﾞﾘｭｰﾅｰ･ｳﾞｪﾙﾄﾘｰﾅｰ種。オーストリアで最も多く栽培されている葡萄品
種。白胡椒を感じさせるスパイシーな香りと、やや厚味を感じながらき
りっとしまった果実味が口の中に広がる。

750ml ¥2,500 ¥2,000

22 ピノ・ノワール　2014 チェコ Red やや
辛口

ピノ・ノワール種。繊細なアロマとフレーバーな香りを漂わせ、弱めの渋
味と酸味のバランスが程良いライトボディな味わい。

750ml ¥2,500 ¥2,000

金額

　　　合計　／　本数 金額  ￥

小計②／本数  ￥


