
イタリアビール①　アリーチェセレクション
表示は税抜価格です。（アルコールは１０％となります）

小売
価格 ¥572

ウィートエール

イタリア産ホップ使用し
た、フルーティーな香りと
軽快な苦味が心地よい、
イタリアンＩＰＡスタイルの
ビール。

330ml　Alc.4.5%

イタリア南部で栽培され
るコリアンダー・オレンジ
ピールに、ベルガモットの
華やかな香りをもつ、
ウィートスタイルのビー
ル。

330ml　Alc.5.5% 330ml　Alc.6.0%

タンジェリンオレンジとベ
ルガモットを思わせる香
りと、バランスの良いホッ
プの爽快な苦味が特徴の
アメリカンペールエールス
タイルのビール。

小売
価格 ¥572

イタリアンＩＰＡ
アペリカン

ペールエール

小売
価格 ¥572

ベルジャンホワイト
ベルジャン

アンバーエール

小売
価格 ¥715

Ｌ‘ＩＰＰＡ（イッパ） ＰＯＰ（ポップ） ＳＵＤ（スッド）

¥715

330ml　Alc.5.0% 330ml　Alc.6.8%

小売
価格 ¥715小売

価格 ¥715 ¥715 小売
価格

330ml　Alc.7.5%

濃厚でフルボディ。バナナ
やアーモンドを連想させ
る甘美な香りと味わい。

スパイシーではじける味
わい。ホップの強い苦み
とスパイシーさを感じま
す。

100％イタリアの素材だ
けで造られた、イタリアン
スパイスの優しいハーモ
ニー。

330ml　Alc.8.0%

1986年、バラデンはイタリアの北西部ピエモンテ州の小さなビアパブから始まりました。代表のテオ・ムッソ氏は音楽やアート、グルメ…そして何
よりもビールをこよなく愛し、自らが醸造家としてイタリアで初めてクラフトビールを製造。400以上ある醸造所の中でもNo.1と言われ、イタリア
国内のビール起業家を世に送り出しています。

ピエモンテ州
バラデン

ハーブ スパイスエール

華やかで薫り高い。オレン
ジピール、コリアンダーの
爽やかな香りと味わい。

330ml　Alc.5.0%

オレンジピール、レモング
ラス、グレープフルーツの
ような香りと味わい。柔ら
かみのある蜂蜜のような
甘味。

アペリカン
ペールエール

イタリアンエール

イザック スーパービター ロックンロール ナツィオナーレ ノーラ

小売
価格



ペローニ ナストロアズーロ

ロンバルディア州
ペローニ社

イタリア国土のほぼ中央、「グリーン・ハート」と呼ばれる緑あふれる州にあるブリューワリー。歴史的に有名な
名水の産地のグアルド・タディーノに位置し、その豊かな水源を活かしてモルトに使用する大麦は全て自社農
園で栽培し、ビールは全てノンフィルターかつ未殺菌。瓶内二次発酵をさせることでより深みのある香りと味
わいを生み出す。グアルド・タディーノの水、大麦、太陽からつくられる、地産クラフトビールの真髄。

イタリアビール②　アリーチェセレクション
表示は税抜価格です。（アルコールは１０％となります）

ウンブリア州
フレア社

ビアンカ フェデリコ Ⅱ コスタンツァ バストラ

330ml　Alc.5.2%

フレッシュかつほろ苦い味
わいが特徴で、草葉のよ
うな余韻があります。

フレッシュな味わいが特
徴で、フルーティさと少し
の苦みが感じられる。

ドライな力強い味わいで、
キャラメルやヘーゼルナッ
ツのような余韻がありま
す。

絶妙にバランスがとれた
苦味と柑橘類のスパイ
シーな香り、さっぱりとし
た爽やかな飲み心地で、
驚くほどキレが良く、すっ
きりとした後味を実現。

ピュアモルトエール ピュアモルトエール

330ml　Alc.5.0% 330ml　Alc.5.9%

小売
価格 ¥990 ¥990小売

価格
小売
価格

ピルスナー

フレッシュかつフルーティ
な味わいが特徴で、爽や
かな酸味があります。

小売
価格

ピュアモルトエール ピュアモルトエール

¥495

モレッティ ノーマル メッシーナ マーレキャーロ

¥990

330ml　Alc.6.9% 330ml　Alc.5.1%

小売
価格

¥990 小売
価格

¥495 小売
価格

330ml　Alc.5.2%

地中海、水面の優しい輝
き、ナポリのような古く活
気のある町の魅力を彷彿
とさせるアロマ豊かな香
り。

地中海、水面の優しい輝
き、ナポリのような古く活
気のある町の魅力を彷彿
とさせるアロマ豊かな香
り。

¥550

330ml　Alc.4.7%

ホップが効いていて最後
にしっかりとした苦味も
感じられる。フレッシュさ
とまろやかさが心地よ
い。瓶タイプ。

330ml　Alc.4.6%

小売
価格 ¥407

ピルスナー

フリウリ州
モレッティ社

シチリア州
メッシーナ社

ヴェネト州
アントニアーナ社

ピルスナー ラガー



イタリア蒸留酒①　アリーチェセレクション
表示は税抜価格です。（アルコールは１０％となります）

ピエモンテ州
ベルタ社

今ではなだらかな丘とブドウ畑の広がるピエモンテ州のランゲ地区とモンフェッラート地区の中間地点ニッツァモンフェッラート村にベルタ社が創立され
たのは戦後間もない1947年のことでした。多くの人が望みを失っていたこの時代に、希望を失わず未来の消費を考え働き続けた偉大なブドウ栽培か
のおかげでベルタ社は品質の高いブドウの搾りかすを手に入れることができました。以来彼らとの協力と友情をもとにベルタ社は発展を続けてきまし
た。

パオロ ベルタ ロッカニーヴォ トレ ソーリ トレ
ブリック デル

ガイアン
エリージ

バルベーラ50％
ネッビオーロ25％

カベルネソーヴィニヨン

蒸留後、ミディアム・トース
トしたアリエ・トロンセ産２
２５ℓのバリックで１９年
３ヶ月間熟成。琥珀色。熟
した果実、チェリー、タバ
コ、カカオやヴァニラなど
個性豊かな香り。

700ｍｌ 茶色　Alc.43% 700ｍｌ 茶色　Alc.43%

小売
価格 ¥35,200 小売

価格 ¥19,800

700ｍｌ 茶色　Alc.43%

蒸留後、ミディアム・トース
トしたアリエ・トロンセ産バ
リックで7年3ヶ月間熟
成。琥珀色。マラスカ・チェ
リー、森の果実、カカオや
バニラを思わせる複雑で
上品な丸みのある香り。
豊かで調和の取れた味わ
いで余韻も長い。

蒸留後、ミディアムトース
トしたアリエ・トロンセ産バ
リックで7年3ヶ月間熟
成。琥珀色。黒スグリやア
プリコットやマラスカ・
チェリーのような熟した
果実の香りと共にカカオ
やバニラを感じさせる。

ネッビオーロ バルベーラ

蒸留後、ミディアムトース
トしたアリエ・トロンセ産バ
リックで7年4ヶ月間熟
成。琥珀色。セージ、森の
果実、グレープフルーツや
バニラの香り。シルクのよ
うな舌触りで余韻も長
い。

バルベーラ・ダスティを
10年、バローロ用ネッビ
オーロを5年カベルネソー
ヴィニヨンを3年間と種類
もヴィンテージも異なる
グラッパをバリックでそれ
ぞれ熟成してブレンド。優
美で複雑なアロマに感動
を覚える。

小売
価格

ネッビオーロ モスカート ダスティ

ネッビオーロ ネッビオーロ

小売
価格 ¥6,490

ソリ ドルガ
オルトレ

イル ヴァッロ
ヴァルダヴィ ニッビオ ラ ガルバッソラ

¥19,800

700ｍｌ 茶色　Alc.43% 500ｍｌ 茶色　Alc.43%

小売
価格 ¥19,800

バローロを作った後の
ネッビオーロの搾りかす
からのグラッパ。蒸留後、
バリックで10～12ヶ月間
熟成。澄んだ琥珀色が
かった黄色。ソフトでヴァ
ニラやココアの香り。エレ
ガントで調和のとれた力
強い味わい。

700ｍｌ 茶色　Alc.40% 700ｍｌ 茶色　Alc.43%

まず花のようなブーケを
そして最後にピートスモー
ク、モルト、ハチミツを感
じさせる香りに干しブド
ウ、ドライフルーツ、アーモ
ンドを伴う柔らかで繊細
なアロマ。グラッパならで
はの甘いアロマも。

ネッビオーロ バルベーラ

小売
価格 ¥6,600 小売

価格 ¥11,000

700ｍｌ 無色　Alc.40%

10月に蒸留後、ステンレ
スタンクで5～6ヶ月間熟
成させる。無色透明。調和
のとれたエレガントな香り
とアロマティックでソフト
な飲み口。

小売
価格 ¥6,160

11月に蒸留後、ステンレ
スタンクで5～6ヶ月間熟
成させる。無色透明。エレ
ガントで調和のとれた香
り。

11月に蒸留後、ステンレ
スタンクで5～6ヶ月間熟
成させる。調和のとれた
エレガントな香り。ほのか
に樹やフレッシュな花を感
じるソフトな味わい。

小売
価格 ¥5,280 小売

価格 ¥5,280

700ｍｌ 無色　Alc.40% 500ｍｌ 無色　Alc.44%

モスカート



品種：ネッビオーロ

700ｍｌ/43%

モスカート・ダスティの搾
り滓を蒸留し、シチリア島
のパッシート・ ディ・パン
テレリアに使用した樽で
5 年間熟成。トロピカルフ
ルーツ、 桃、イチジクの香
りが優雅に広がります。

小売
価格

700ｍｌ/43%

品種：モスカート 品種：ネッビオーロ 品種：ネッビオーロ

¥28,050

琥珀色で、非常に滑らか
でフルーツとスパイスの
香りの広が りが卓越して
おりドライフルーツやシ
ロップ漬けのレーズン や
プルーン、柑橘系の果実
のニュアンスも。

35周年記念ボトル。オー
ク樽で13年間熟成された
バローロ・ブッシアのグ
ラッ パ。とても芳醇で気
高い印象のグラッパで
アーモン ド、タバコ、アニ
スの甘い香りやリコリスの
香りが 完璧に融合してお
り味わい。

小売
価格 ¥8,800 小売

価格 ¥15,070小売
価格 ¥7,810 小売

価格 ¥7,700

花やフルーツの活き活き
したアロマ。オレンジやバ
ラ、セージや コリアン
ダー。ピエモンテのランゲ
地区、アスティ地区のモス
カー トの搾り滓から造ら
れます。非常に香り高く、
冷蔵庫で冷やして お楽し
みいただけます。

品種：モスカート

グラッパ ディ バローロ　１２年
グラッパ ディ バローロ

”ブッシア”

1977年がファーストリリースで、現オーナーのパオロ・マロー ロ氏が立ち上げました。丁寧に絞られた高貴品種の搾り滓を、新鮮なうちに蒸留
し、世界的に高い評価を受けています。樽熟成のグラッパの先駆的 存在でエレガントなアロマと美しい琥珀色のグラッパはコニャックやウイス
キーにも全く劣ることない素晴らしい品質です。エリオ・アルターレ、 ジャコモ・コンテルノ、アルド・コンテルノ、パオロ・スカヴィーノ、アゼリアと
いったピエモンテ州の有名生産社をはじめ、多くの優良生産社か らのブドウ搾り滓を仕入れています。

ピエモンテ州
マローロ社

グラッパ ディ モスカート グラッパ ディ ネッビオーロ アプレス　５年

700ｍｌ/43%700ｍｌ/43% 700ｍｌ/43%

バローロ、バルバレスコ、
ロエロの搾り滓を使用。
6ヶ月のオーク 樽での熟
成を経て、明るい琥珀色
をした、豊かな香りを持つ
グラッ パに仕上がりま
す。果実のニュアンス、魅
力 的な樽の柔らかい香り
を持つ。

小売
価格 ¥7,480

シャルドネ

蒸留酒/ALC.41％/700ml

厳選されたシャルドネの
搾り滓を蒸留し、バリック
（小樽）で12ヶ月熟成させ
ることにより、淡い琥珀色
に色づいたシャルドネの
グラッパ。パンやバニラ、
ペーストリー生地を思わ
せる洗練されたエレガン
トな香り。

新鮮なモスカートの搾り
滓を、温度管理されたス
テンレスタンクで発酵、蒸
留。その後ステンレスタン
クで半年〜1年熟成。エレ
ガントでアロマティック、
バラやタイム、バニラの
ニュアンスが感じられる柔
らかく繊細な香りです。

蒸留酒/ALC.41％/700ml 蒸留酒/ALC.38％/700ml

すべて自社畑で造る熟し
たフラゴリーノを最適なタ
イミングで収穫し、香りを
逃がさないようゆっくり
と蒸留し、ステンレスタン
クで半年〜1年間熟成。ブ
ルーベリーや森の果実を
思わせるフルーティなアク
アヴィーテです。

小売
価格 ¥6,050

モスカート フラゴリーノ

小売
価格 ¥7,700

ノニーノ社は1897年にオラツィオ・ノニーノが創業。1973年に創設者のひ孫であるベニート・ノニーノと妻のジャンノーラが、品質の優れた単一
品種のヴィナッチャ（ブドウの搾り滓）を伝統的単式蒸留器で蒸留し、香り高い高品質なグラッパを美しい瓶に詰めて発売しました。これは後に『グ
ラッパ革命』と呼ばれる革新的な出来事で、現在のグラッパのイメージを形づくるものとなったのです。フリウリ州

ノニーノ社

イタリア蒸留酒②　アリーチェセレクション
表示は税抜価格です。（アルコールは１０％となります）

グラッパ
モノヴィティーニョ

モスカート

アクアヴィーテ
モノヴィティーニョ
フラゴリーノ ウーエ

グラッパ
モノヴィティーニョ
シャルドネ バリック



新鮮な果実の香りとフ
ローラルなアロマを持つ
柔らかく調和の取れた、フ
リウーリを象徴するグラッ
パです。手作業による伝
統的な方法で、スチーム
加熱、単式蒸留釜で蒸留。
その後、6ヶ月間以上熟成
させます。

蒸留酒/ALC.38％/1000ml 蒸留酒/ALC.40％/700ml

黄金色の輝きのある琥珀
色を帯び、澄んだ透明な
色調。ヴァニラやタバコ、
フルーツの砂糖漬けを思
わせる魅惑的な香りがあ
り、エレガントで、持続性
のある味わい。

様々なブドウの搾りかす
メルロー

カベルネ他

小売
価格 ¥4,840 小売

価格 ¥5,280 ¥11,000 小売
価格 ¥5,060

蒸留酒/ALC.40％/700ml

小売
価格 ¥14,300

グラッパの聖地ヴェネト州バッサーノ・デル・グラッパ近郊のスキアヴォンにあ
る１８９８年創業の家族経営のグラッパメーカー。創業者のジョバッタ・ポーリ
は手押し車に小さな蒸留器を乗せ家々を回ってブドウの絞りカスを蒸留して
生計をたてていました。

¥8,690

蒸留酒/ALC.41％/700ml 蒸留酒/ALC.40％/500ml

小売
価格

シラー
メルロー

トラミネール アロマティコ

スロヴェニア・オーク製の
樽で熟成させた物とフレ
ンチオーク樽で熟成させ
た物をブレンド。アプリ
コット、ナッツの香り。

ベピ
トソリーニ社

カベルネ、メルロー モスカート

グラッパ
サルパ ディ ポーリ

グラッパ
クレオパトラ モスカート オーロ

蒸留酒/ALC.40％/500ml

サッシカイアに使用された
ヴィナッチャで造られたグ
ラッパです。フレンチオー
クで4年間の熟成後、サッ
シカイアの熟成に使用し
たバリックでさらに6ヶ月
熟成。樽やバニラ、カカ
オ、コーヒー、リコリスのア
ロマ。

小売
価格 ¥7,480

クラッシックグラッパ。カ
ベルネ、メルロー。昔なが
らの銅製の大釜から成る
蒸留器を使って非連続式
蒸留。フレッシュハーブ、
ミント、薔薇、ゼラニウム
のアロマ。クラシカルな若
いグラッパ。シンプルだが
コクがあり、力強く奥深い
味わい。

古来伝わる蒸留器クリソペア
（ＣＲＹＳＯＰＥＡ）を長年の研
究を経てポリ蒸留所がつい
に実現化。真空蒸留システム
により沸点を下げての蒸留
が可能になり、蒸留過程で
失われやすい搾りカスの持
つアロマを最大限に抽出し
ました。２０１１年ファースト・
リリース。

小売
価格

蒸留酒/ALC.40％/700ml

カベルネ・ソーヴィニヨン
カベルネ・フラン

レフォスコ

トラミネールアロマティコ
から作られ、その後5年間
熟成。限られた生産量に
なっています。繊細でビ
ロードのような香りやバ
ラとジャム香り。

グラッパ チヴィディーナ
グラッパ ヴィテ
ドーロ バリック

グラッパ ディ サッシカイア

小売
価格 ¥6,490 小売

価格 ¥5,500

蒸留酒/ALC.44％/700m 蒸留酒/ALC.44％/700ml

10ヶ月以上2700L～
3200Lのスロヴェニア
オーク樽により熟成。繊細
で率直で、柔らかく繊細
で魅力的な味わい。

ステンレスタンクにて樽1
年間熟成。地場の黒ぶど
うのみを使用。すっきりと
したキレのある味わい。

2700L～3200Lのスロ
ヴェニアオーク樽により1
年間熟成。地場の黒ぶど
うのみを使用。僅かに香
る樽の甘い香りが心地よ
い。

ポリ社

小売
価格 ¥6,380

イタリア蒸留酒③　アリーチェセレクション
表示は税抜価格です。（アルコールは１０％となります）

ディスティッレリア
アクイレイア社

アクイレイアの蒸留所はフリウリ・ヴェネツィア・ジューリア州、ウーディネから南南東へ30kmほどの、海岸にテルツォ・ディ・アクイ
レイアに位置する。ディスティッレリアは蒸留所の意味であり、アクイレイアはこの町の名に由来する。このアクイレイアという町は紀
元前180年頃、古代ローマ帝国の植民都市として建設され、交易の拠点として繁栄した。

グラッパ
ズニャーペ ダル ケコ

グラッパ ズニャーペ
ダル ケコ リミタータ

グラッパ アンティカ
アクイレイア

グラッパ ラ チェンテナーラ
グラン リセルヴァ 10アンニ

グラッパ フラヴィア

蒸留酒/ALC.48％/700ml

カベルネ ソーヴィニヨン
メルロー
レフォスコ

カベルネ ソーヴィニヨン
メルロー
レフォスコ



小売
価格 ¥3,850

ナルディーニ社
（ヴェネト州）

ナルディーニ社
（ヴェネト州）

ヴェネト州、ブレンタ河と
ピアーヴェ河の間に広が
る丘陵地帯で収穫される
ピノ、トカイ、カベルネ種の
搾りカスを主に使用。伝
統的な蒸気釜を用いて蒸
留、その後約３年間樽熟。
味わいは滑らかながら力
強く、オーク樽の熟成から
生まれる複雑なフレー
バーが余韻に感じられる。

小売
価格 ¥5,280 小売

価格 ¥5,940

ガスパリーニ社
（ヴェネト州）

７00ML ７00ML 700ML

メルロー／カベルネソー
ヴィニヨン／ピノビアンコ
／フリウラーナ
無色透明。清らかで上質
なアロマに円やかな口当
たりと凝縮感のある味わ
いは非常にバランスが取
れている。

プロセッコの品種グレラ
で造られたグラッパ。湯煎
単式蒸留システムにて蒸
留、その後１８ヶ月間以上
オークの小樽にて熟成。麦
わらイエロー色繊細かつ
優美なアロマと柔らかく
調和のとれた味わい。

５00ML ５00ML

小売
価格

７00ML

ピエモンテ州アルバから
数キロメートル離れたピ
オベジ･ダルバのロエロ地
区にシボーナ蒸留所は位
置する。ピエモンテ州だけ
でなく全州のソムリエから
厚い信頼を集め、星付き
リストランテには必ずと
言って良いほどにオンリ
ストされている老舗ディ
ステレリア。

アクアヴィーテ　１０年 アクアヴィーテ　１６年

ヴィッラザッリ社
（エミリアロマーニャ州）

ヴィッラザッリ社
（エミリアロマーニャ州）

５00ML ５00ML

エミリア・ロマーニャ州の
トレッビアーノ種。蒸留用
の機械は、ワインの個性を
活かすと言われる1886
年製シャラン型をフランス
から輸入。カラメル等一切
使わず、自然な樽の色の
ブランデーですが、これは
世界中でとても珍しいも
の。

グラッパ ビアンカ グラッパ　リゼルヴァ
グラッパ ディ プロセッコ

リゼルヴァ

¥6,490

シボーナ社
（ピエモンテ州）

小売
価格 ¥4,180 小売

価格 ¥5,500 小売
価格

５00ML ５00ML

アランビッコで蒸留後、バ
リックと中樽で熟成。色調
は濃い琥珀色。香りは熟
したフルーツやクルミ、蜂
蜜、スパイス、カカオなど
感じます。味わいは熟成
感があり丸み、滑らか、甘
味もあり、とてもバランス
が取れています。余韻も
長くバニラやタバコのニュ
アンス。

シボーナ社
（ピエモンテ州）

シボーナ社
（ピエモンテ州）

小売
価格 ¥4,180 ¥17,600

シボーナ社
（ピエモンテ州）

イタリア蒸留酒④　アリーチェセレクション
表示は税抜価格です。（アルコールは１０％となります）

エミリア・ロマーニャ州の
トレッビアーノ種。蒸留用
の機械は1886年製シャ
ラン型をフランスから輸
入。イタリアはフランスに
比べ、夏暑く、冬寒いた
め、ブランデーの味も違
う。カラメル等一切使わ
ず、自然な樽の色のブラ
ンデー。

小売
価格 ¥8,250 小売

価格 ¥12,100

グラッパ ディ アルネイス グラッパ ディ モスカート
グラッパ

ポートウッドフィニッシュ
グラッパ ディ バローロ

グラッパ ディ バローロ
リゼルバ　２００６

シボーナ社
（ピエモンテ州）

ピエモンテ州アルバから
数キロメートル離れたピ
オベジ･ダルバのロエロ地
区にシボーナ蒸留所は位
置する。ピエモンテ州だけ
でなく全州のソムリエから
厚い信頼を集め、星付き
リストランテには必ずと
言って良いほどにオンリ
ストされている老舗ディ
ステレリア。

ヴィンテージポートを造る
ワイナリーでポートワイン
の熟成に使用されていた
樽に、ウイスキーを詰めて
熟成させた樽を購入し、
ネッビオーログラッパを
12ヶ月間熟成させたグ
ラッパ。

バリックと大樽で5年間。
年間生産本数 : 9,500
色調は明るめの琥珀色。
香りはスペインパンやクル
ミ、蜂蜜、スパイス、カカオ
など。

小売
価格



¥5,940

ネッビオーロ
ブラケット,モスカート

ドルチェット ネッビオーロ ネッビオーロ

樽熟成していないタイプ、
アルコール度数は40%。
ネッビオーロ80%にブラ
ケット10%とモスカート
10%をブレンドしたもの
をベースに作られていま
す。

樽によって、5年熟成。ア
ルコール度数40%。
アルコールが滑らかで、ほ
のかにブドウの甘みを感
じるのが特長。

樽によって、5年熟成。ア
ルコール度数40%。
アルコールが滑らかで、ほ
のかにブドウの甘みを感
じるのが特長。

他にはない、樽によって
生れたスパイス香とアル
コール感が調和し、45％
以上とは思えない上品
で、コクのあるグラッパに
仕上がっています。

小売
価格 ¥5,940 小売

価格 ¥13,200

蒸留酒/ALC.46.5％/700ml

ディスティッレリア
ヴュー モーリン社

1920年の世界第一次世界大戦後に､当時は小麦粉引き会社として創立。その後1代目が、1943年から蒸留機のエネルギーとしてその水車を利
用した蒸留所を設立。現在は3代目のエレナ氏。近隣のワイナリーが持ち運んで来たブドウ滓を集め、その上に砂を乗せてアルコール発酵を再促
進させる。その後､蒸留機Alambiccoを使用して製造しています。

グラッパ ディ ビアンカ グラッパ ディ ドルチェット グラッパ ディ ネッビオーロ
グラッパ ディ バローロ
リゼルヴァ　２０年熟成

蒸留酒/ALC.40％/700ml 蒸留酒/ALC.40％/700ml 蒸留酒/ALC.40％/700ml

小売
価格 ¥4,950 小売

価格

優れたワイン生産者のバルベーラのヴィナッ
チャを使用。銅製の単式蒸留器による減圧
蒸留後、様々な材質の複数の小樽を使用し、
複雑な工程を経て15年もの長期熟成。甘さ
と苦さ、スパイス、バニラ、ココアが溶け合っ
た強い香り。

小売
価格 ¥8,800 小売

価格 ¥12,100 小売
価格 ¥13,200 小売

価格 ¥20,900

蒸留酒/ALC.45％/700ml 蒸留酒/ALC.40％/700ml

モンフェッラートとアス
ティの優れたワイン生産
者のヴィナッチャを使用。
銅製の単式蒸留器による
減圧蒸留後にオーク樽で
1年熟成。繊細で上品、グ
リニョリーノの品種特性を
よく表した香り。

カスタニョーレ　モン
フェッラート（アスティ）の
新鮮なヴィナッチャを使
用。銅製の単式蒸留器に
よる減圧蒸留後、フレンチ
オークの小樽を使用。ルケ
の特性であるバラの香り
を感じる優美な香り。

珍しい黒ブドウのマル
ヴァジーア ディ カゾル
ツォのヴィナッチャ。銅製
の単式蒸留器による減圧
蒸留後、フレンチオークと
桜の樽にて7年熟成。フ
ルーティーで香り高い。

イタリア蒸留酒⑤　アリーチェセレクション
表示は税抜価格です。（アルコールは１０％となります）

アルタヴィッラ社

アルタヴィッラは、1846年にフィリッポ・マッツェッティが設立した、家業として180年近くの歴史を持つ、イタリアで最も由緒ある蒸溜所の一つ
です。6代にわたる蒸留の歴史を物語る博物館、そこに隣接する蒸留所は、父から子へと代々受け継がれ、現在は6代目にあたるファブリツィオと
アレッサンドロ・マッツェッティ兄弟が、技術と歴史を未来につなぐという大切な役割を担っています。また、7代目を代表するファブリツィオの
娘、イラーリアも蒸留所で研鑽を積んでいます。

グラッパ ディ グリニョリーノ グラッパ ディ ルケ リゼルヴァ
 グラッパ リゼルヴァ

マルヴァジア ディ カゾルツォ
７年

グラッパ リゼルヴァ
サエクルム テルティウム

15年
蒸留酒/ALC.42％/700ml

グリニョリーノ ルケ
マルヴァジア ディ

カゾルツォ
バルベーラ

蒸留酒/ALC.42％/700ml



¥6,600 小売
価格 ¥7,700小売

価格 ¥3,960 小売
価格 ¥6,600 小売

価格

コルテーゼ ドルチェット
ドルチェット
バルベーラ

ドルチェット
バルベーラ

無色で飲み口の軽やかな
コルテーゼは、ミネラル感
もあり、ドライでバランス
が良くとてもエレガントに
仕上がっています。イタリ
ア製のオーク樽で数カ月
熟成されます。

グラッパらしい力強さを
持ちつつもやわらかく、ま
ろやかな香りと味わい。
口に含んだときの香りと
味わいのバランスが非常
に良く、心地よい余韻が
長く続きます。

薄い緑色。ルタのアロマを
しっかりと感じ、非常にきれ
いで持続性のある香りがあ
ります。心地よい苦味をほの
かに感じ、力強くもバランス
の良い味わいです。

スロヴェニア・オーク製の樽
で数か月熟成をさせたタイ
プ。グアルコ家に代々伝わる
伝統的な造り方と情熱が詰
まった自信作。薄い黄色で、
非常に奥深い香りが広がり
ます。強すぎず、心地よい口
当たりですが、味わいは力強
く、熟成による深みを感じま
す。

¥7,700

ディスティレリア
グアルコ社

グアルコ蒸留所は、彼の息子パオロ2世が、そしてその後に息子のデュイリオが、代々父の仕事を引き継いでいきました。しかし一方でパオロ2世
のもう一人の息子、マテオ1世は独自で、「グアルコ・マテオ蒸留所」を造り、その後彼の息子バルトロメオに引き継がれました。

グラッパ ディ コルテーゼ
グラッパ ディ ドルチェット

ドヴァーダ
グラッパ アッラ

ルータ
グラッパ

ストラヴェッキア

蒸留酒/ALC.40％/500ml 蒸留酒/ALC.42％/700ml 蒸留酒/ALC.49％/700ml 蒸留酒/ALC.42％/700ml

蒸留酒/ALC.4９％/500ml

 ブラケット ネッビオーロ モスカート ネッビオーロ

蒸留酒/ALC.43％/500ml 蒸留酒/ALC.43％/500ml

小売
価格 ¥7,700 小売

価格 ¥7,700 小売
価格 ¥7,700 小売

価格

イタリア蒸留酒⑥　アリーチェセレクション
表示は税抜価格です。（アルコールは１０％となります）

ロヴェーロ社

ロヴェーロは醸造所に加え、蒸留所も自社で所有している稀有な生産者です。グラッパ造りにおける伝統を重んじながら、消費者の嗜好の変化に
合わせた商品開発を続けております。蒸留酒造りにおいて最も大切にしていることは『アロマが失われないよう、圧搾後すぐに蒸留すること。』
ヴィナッチャ（搾り滓）は自社畑のものと、信頼できる生産者から購入。品種ごとのアロマを引き出す為、単一品種毎に蒸留します。また蒸留でも
アロマを第一に考え、熟練の技術を必要とする湯煎方式の非連続式蒸留器を使用しております。

グラッパ ディ ブラケット グラッパ  ディ ネッビオーロ グラッパ  ディ モスカート
グラッパ ディ ネッビオーロ ダ
バローロ チャボット メンティン

非連続式蒸留器を使用
（湯煎方式）ステンレスタ
ンクで15カ月以上熟成。
白い花などのフローラル
な香りやスパイスのアロ
マ。アタックは滑らかで、
果実の旨味がじわっと広
がり、硬質なミネラル感が
余韻に感じられる。

エルバルーナ社のヴィ
ナッチャを使用。非連続式
蒸留器を使用（湯煎方式）
ステンレスタンクで15カ
月以上熟成。柔らかくふ
わりと広がるフローラル
な香りに、スパイスやミン
トのアロマ。ビロードのよ
うに滑らかな口当たり。

マリオ・トレッリ社のモス
カートダスティのヴィナッ
チャを使用。非連続式蒸
留器を使用（湯煎方式）ス
ラヴォニアンオークにて3
年熟成。琥珀色。モスカー
トらしいほんのり甘やかな
香りとトーストのような香
ばしいアロマが広がる。

ドメニコ・クレリコのバ
ローロ・チャボット・メン
ティンのヴィナッチャを使
用。非連続式蒸留器を使
用（湯煎方式）ステンレス
タンクで15カ月以上熟
成。ハーブやスパイスの香
りが力強く広がる。

蒸留酒/ALC.43％/500ml



700ｍｌ

¥5,500

700ｍｌ

リーヴォ　スロージン

500ｍｌ

RIVO Sloe Ginはアー
モンドのようなほのかな
甘みを持ったフルーティ
で繊細な味わいが特徴。
ストレートでも、カクテル
でも。お好みの飲み方で
お楽しみください。

小売
価格 ¥7,700

リーヴォ　コモ ジン

500ｍｌ

700ｍｌ 700ｍｌ

バーボンの樽で5年間熟
成。古典的なスタイルのモ
ルトウイスキー。 ファース
トフィルのBourbon樽だ
けで熟成された、時を超
越した特徴のある香りと
優美さが特徴。

マルサラ・ヴェルジネの樽
で5年間熟成。ワイン樽で
熟成したウイスキー。
ヴィーナはラテン語でワイ
ンを意味し、特徴的な香り
のパレットを表現。辛口の
マルサラ・ヴェルジネ用に
使われていた樽を厳選し
この高貴なヴィーナ「マル
サラ」エディションが誕
生。

バーボンの樽、PX-
Sherryの樽で4年間熟
成。米国ファースト・フィル
のBourbon樽で2年間
熟成、スペイン最高の
PedroXiménez
Sherry樽でさらに2年間
熟成し完成。ソーレとはイ
タリア語で太陽の意味。

イタリアにおいて断トツの
NO.1シングルモルトウイ
スキー。グレングラントの
モットーは、Simplicity。
新鮮なモルトフレーバー
と透き通った液色が特
徴。ライトでソフトな親し
みやすさの中に、果実の
フルーティーさが加わっ
たシングルモルト。そのバ
ランスの良さから、国際的
な数々の賞を受賞。

イタリアにおいて断トツの
NO.1シングルモルトウイ
スキー。グレングラントの
モットーは、Simplicity。
新鮮なモルトフレーバー
と透き通った液色が特
徴。ライトでソフトな親し
みやすさの中に、果実の
フルーティーさが加わっ
たシングルモルト。そのバ
ランスの良さから、国際的
な数々の賞を受賞。

小売
価格

700ｍｌ 700ｍｌ

小売
価格 ¥3,850 小売

価格

グレングラント
アルボラリス

グレングラント　１０年

イタリア蒸留酒⑦　アリーチェセレクション
表示は税抜価格です。（アルコールは１０％となります）

プーニ社

PUNI蒸留所はイタリアにおいて最初で唯一のウイスキー蒸留所で、
2010年に設立された家族経営の会社です。PUNI蒸留所はマッシュビ
ルで地元産のライ麦のみを使用しています。

グレングラント社

自分の記事は読まない。インタビューは電話のみ。テレビへの出演は断
る。ネットに自分の顔は出さない。これはディバルドスピリッツの創設者
であり、ディバルド製品の「調合」、つまり核となる部分を担っている調
香師バルド氏の信条である。この信条の理由は、彼の師匠たちの教えに
ある。

ゴールド ヴィーナ ソーレ

¥8,250 小売
価格 ¥8,800 小売

価格 ¥9,350

ディバルド社

銀の元素記号である
「AG」とその原子量であ
る「107.8682u」に由来
します。このドライジンは
地中海のバルサミックな
香りの旅へと私たちを導
きます。バルサミックな香
りとは、樹脂や根、ユーカ
リやローズマリーの葉な
どに感じられる、温かみと
ボリューム感のある香り。

小売
価格 ¥9,900

ディバルド ドライジン

マージ スピリッツ社

拠点をイタリアのコモに置き、すべての生
産活動をイタリア国内で行っています。
MAGI Spiritsを支えるのは、イタリアの
多様なボタニカル、そしてスピリッツの伝
統です。

RIVO Ginはフローラル
な柑橘を思わせる味わい
と爽やかな香りが特徴。
複雑ながらも柔らかさや
フルーティさを持った味
わいに、RIVO Ginの個
性を引き立てるタイムと
レモンバームの余韻が続
きます。

小売
価格 ¥7,150



イタリア蒸留酒⑧　アリーチェセレクション
表示は税抜価格です。（アルコールは１０％となります）

小売
価格 ¥5,780小売

価格 ¥6,600 小売
価格 ¥4,840

700ML

ディスティッレリア
・ピルツァー社

（トレンティーノAA州）

フェデリコ　ルガレージ社
（エミリア ロマーニャ州）

700ML 700ML

すべてイタリアの原料から
造られるクラフトジン。繊
細なジュニパーの香りや
ライムのほろ苦いアロマ
がグラスから溢れます。新
緑の森林や野生のミント
の香りが口全体に優しく
広がります。

GIN PRIMOで使用され
ている植物は全てロマー
ニャ地方で自社栽培され
たエルバルイジア、サント
リーナチェネーレ、ラベン
ダーにトスカーナ産ジュニ
パーベリーチェゼーナの
隣町チェルビアのヨー
ロッパ最古の海塩が融合
されます。

モンタナ松やハイマツ、ミ
ントから来るフレッシュな
芳しさが続きます。モス
カート由来の柔らかで滑
らかなタッチ、カルダモン
やコリアンダーからもたら
されるエレガントで長い
余韻。

ジンピルツ ドライ ジン ジン　プリモ

トスカーナの有機小麦と、
土地特有の7種類の植物
を使用。ジュニパー、コリ
アンダー、アンジェリカな
ど、際立ったジュニパーの
香り、柑橘系の余韻も特
徴的です。

ポリ社
（ヴェネト州）

レヴァンテ社
（トスカーナ州）

ヴァルドタイネ社
（ヴァッレダオスタ州）

地下1400メートルからア
ルプス山脈の雪解け水
「蒼い水=アクアヴェル
ディ」を使ったクラフトジ
ン。柔らかい甘みと心地
良いボタニカル感が絶妙
です。

500ML 1000ML

小売
価格 ¥6,820 小売

価格
欠品

5月下旬

ボイジン

アグリコロ社
（ピエモンテ州）

赤いフルーツ系のジン。
ラズベリー、ザクロ、野イ
チゴ、ミント、カルダモン、
オレンジなどベリーでフ
ルーティーな香りが魅力。

ジネプライオ
アクア

ヴェルディ
マルコーニ４６

アグリコロ社
（ピエモンテ州）

アグリコロ社
（ピエモンテ州）

小売
価格 ¥7,480

700ML 700ML

ジュニパーの力強い香り
と花の香りが特徴。ボタニ
カル：ジュニパー、ラベン
ダー、バラ、アイリス、スミ
レ

¥7,480¥7,480

ジン”ガダン” ジン”エヴラ”
ジン

”ブラゲール”

小売
価格

小売
価格

ジン
”ピッグスキン”

スパイシー系なジン。
コリアンダー、クミン、ミン
トの香り。ヴェルモットの
ボタニカルを真似て造っ
たジン。マルティーニの様
な柔らかな苦みが感じら
れます。

柑橘の香りが特徴的で、
オレンジやマンダリンの香
りが豊かにトップノートを
飾ります。奥にはジュニ
パーベリーの香りがしっ
かりあり、仄かに蜜蝋の
ニュアンスがあります。

ヴェルナッチャの熟成で
用いた栗の樽由来の香り
が特徴的。すった生姜に
檸檬を加えた生姜湯のよ
うな香りに、樽熟成由来
のコクのある甘い香りと
ジュニパーが重奏的に香
ります。

500ML 700ML

シルヴィオカルタ社
（サルディーニャ州）

シルヴィオカルタ社
（サルディーニャ州）

小売
価格 ¥5,500¥3,850

700ML

小売
価格



リキュール①　アリーチェセレクション
表示は税抜価格です。（アルコールは１０％となります）

バラデン社
（ピエモンテ州）

ビアモットは、バラデン社
のクラフトビールをベース
ニしたユニークなヴェル
モットです。ビールを原料
とし、アルコールやスパイ
スを漬けこんで抽出しま
した。

小売
価格 ¥2,420

キャラウェイ、カルダモン、
コリアンダーなどに加え、
ビターオレンジピールが
主原料。独特のほろ苦い
味わいと鮮やかな赤色が
特長です。

イタリアを中心にヨーロッ
パで人気を集めている
ハーブリキュールです。ビ
ターオレンジやスイートオ
レンジ、ハーブを使用し軽
やかな甘さとさっぱりと
した後味が特長です。

小売
価格 ¥6,380 小売

価格 ¥3,190

アペロール

バルビエーリ社
（ヴェネト州）

500ML

ネロ・ダーヴォラ種をベー
スにしたワインを使用し、
多くのイタリアンヴェル
モットは白ぶどうに着色し
て造るのに対し、着色料
を使わず黒ぶどうから造
られています。

1000ML 700ML

ヴェルモット ロッソ
ヴェルモット
ディ トリノ

ビアモット カンパリ

アラーニャ社
（シチリア州）

コッキ社
（ピエモンテ州）

モスカート種のワインを
ベースに、数種のハーブ、
スパイスを漬け込んだ甘
口食前酒。 甘さとビター
な味わいと共に柑橘類、
ココアやルバーブの香り
が口中に広がります。

1000ML 700ML

小売
価格 ¥2,640 小売

価格 ¥4,180

ガスパーレ社
（ピエモンテ州）

カルパノ社
（ピエモンテ州）

フレッシュなシトラス、花
の香りとエキゾティックフ
ルーツ、グレープフルーツ
の味わい。ソーダで割った
「カルパノ スプリッ
ツァー」はアペリティフ、食
中に最適です。

1000ML

小売
価格 ¥2,310

古典的なイタリアンヴェル
モットの味わいをかたく
なに守り通しているカル
パノ社。赤ワインをベース
にナチュラルハーブを使
用した濃厚で苦味の強い
タイプ。

¥2,640¥6,380

カルパノ社
（ピエモンテ州）

アラーニャ社
（シチリア州）

バッリオ・バイアータ・ア
ラーニャ社のヴェルモット
は、他の多くのイタリアン
ヴェルモットに見られる色
素を使わず、グリッロ酒の
白ワインをベースにしてい
ます。

1000ML 1000ML

小売
価格

小売
価格

細部に渡り追求したプレ
ミアム・ヴェルモットとし
て１７８６年に考案されま
した。世界各地から集めら
れたバニラ、サフラン、ニ
ガヨモギなどの原料を使
い、現在も昔レシピをその
まま用いて作られていま
す。

プントイメス ヴェルモット ビアンコ
ヴェルモット ロッソ

クラシコ
アンティカ フォーミュラ ヴェルモット ビアンコ

700ML 1000ML

カルパノ社
（ピエモンテ州）

カルパノ社
（ピエモンテ州）

ニガヨモギ、キナのコクの
ある苦味が特徴。良く冷
やしてロックやストレート
でアペリティフとしてもち
ろんのこと、ネグローニに
最適な1本。

小売
価格 ¥2,310¥6,380小売

価格



セルヴィーレ
ギアッチャート社

（ロンバルディア州）

欠品
7月初旬

最も香りが良く美味しい
野イチゴから作られる完
璧な天然の果実入りリ
キュール。食前酒としてス
パークリングワインと割っ
て。消化にも良いリキュー
ルは食後のお口直しに
も。冷たくしても、常温で
も美味しく頂けます。

グラッパベースのリキュー
ル。ブルーベリーやユリの
アロマ。甘くまろやかで口
当たりが良い。

リキュールに縦長マスクメ
ロンを漬け込んだリ
キュール。
芳醇なメロンの甘い香り
と味わいです。 香りと風
味がよくわかるストレート
や、炭酸で割った「大人の
メロンソーダ」も大人気で
す。

小売
価格 ¥3,850

トスキ社
（ｴﾐﾘｱ ﾛﾏｰﾆｬ州）

ポーリ社
（ヴェネト州）

小売
価格 ¥3,630 小売

価格

500ML 500ML

トスキ社
（ｴﾐﾘｱ ﾛﾏｰﾆｬ州）

700ML 700ML

最も香りが良く美味しい
ブルーベリーから作られ
る完璧な天然の果実入り
リキュール。食前酒として
スパークリングワインと
割って。カクテルにした
り、アイスクリーム、フルー
ツサラダにかけたりと
色々楽しめます。

小売
価格 ¥3,080

ミルティッリ フラーゴリ ミルティッロ
リクオーレ アル

メローネ

¥4,290

トレモンティス社
（サルデーニャ州）

小売
価格 ¥5,280 小売

価格

飲み口はトロリとクリー
ミィな、禁断の味わいで
す。ソレント半島に4代続
く家族経営のレモン農家
が昔ながらの手法で作る
オーガニックのリモン
チェッロ。

厳選して収穫されたフ
レッシュなレモンの果皮か
ら造られるリモンチェッ
ロ。濃厚で力強いレモンの
香りに柑橘系のエッセン
スを感じる。甘さやレモン
の爽やかな味わいが広が
る。

熟した芳醇なレモンの果
皮から造られるリモン
チェッロ。濃厚で力強いレ
モンの香り。甘さや辛み
のバランスがよい、レモン
の爽やかな味わいが広が
る。

¥2,750 小売
価格

カッフォ社
（カラブリア州）

着色料・香料・保存料を一
切使わない、伝統的な手
づくりの味。  清清しいレ
モンの香りにすっきり心
地よい苦味と甘みのバラ
ンスが絶妙。

プ ロフーミ・デッラ・コス
ティエーラ社

（カンパーニャ州）

イル コンヴェント社
（カンパーニャ州）

小売
価格 ¥3,960

トレモンティス社
（サルデーニャ州）

700ML

ベルガミア リクオーレ
アル ベルガモット

700ML

リキュール②　アリーチェセレクション
表示は税抜価格です。（アルコールは１０％となります）

ミルティッリ

700ML

リモンチェッロ
アマルフィ

リモンチェッロ
イル　コンヴェント

リモネッロ
ベナロンガ

リモンサルド
トレモンティス

ベルガモットはカラブリア
特産品の柑橘類です。
キャップを開けただけで
辺り一面に豊かな香りが
広がり、食後酒だけでなく
ドルチェの香り付け、お料
理のソースなどにもお使
いいただけます。

700ML 700ML

小売
価格 ¥3,850

ヴァルドタイネ社
（ヴァッレダオスタ州）

７00ML

標高1,000〜2,000
メートルのアオスタ渓谷で
広く使用されている、小
さなブラックベリーを使
用した味わい深いリ
キュールです。

小売
価格 ¥6,160



リキュール③　アリーチェセレクション
表示は税抜価格です。（アルコールは１０％となります）

プニコ社
（シチリア州）

主力製品は、アロマと消化
の良いハーブをベースに
した地中海風のリキュー
ルです。

小売
価格 ¥11,000

柑橘類も原料に使ってい
るので他社のアマーロに
比べフルーティで、食前酒
やカクテルベースにも使
いやすいアマーロです。

アーモンドやバニラの豊
かな香りと上品 な甘さ、
フルーティーな味わいが
特徴です。。オン・ザ・ロッ
ク、フローズン、トニック
ウォータ割りなど。

小売
価格 ¥3,850 小売

価格 ¥4,180

アマーロ ディ エルヴァ
エ ラディモ

ヴィッラヴァルダ社
（ﾄﾚﾝﾃｨｰﾉ A A州）

700ML

直火で煮出した天然の
ハーブの自然な苦味や甘
味を味わえる。甘味は
ハーブの甘味にカラメル
ではなく天然の蜂蜜を加
えて調整しています。

700ML 700ML

アマーロ シビッラ
アマーロ デッレ
エルボリスタ

アマーロ プニコ
ヴェッキオ アマーロ

デル カーポ

ヴァルネッリ社
（マルケ州）

ヴァルネッリ社
（マルケ州）

ヴァルネッリのアマーロは
レシピは秘密とされてい
るが原材料は全て天然素
材となっている。こちらは
アルコールが低く、より
ハーブのニュアンスが強く
出たヴァルネッリらしいリ
キュール。

700ML 500ML

小売
価格 ¥4,400 小売

価格 ¥5,280

カッフォ社
（カラブリア州）

ベルタ社
（ピエモンテ州）

竜胆草（リンドウの根）か
らくるリコリスの苦味を感
じる香り、ペッパーミント、
オレンジのバランスのと
れたフレーヴァー。食後酒
としてストレート、または
ロックで。

700ML

小売
価格 ¥6,600

創業者パオロのオリジナ
ルレシピによるアマーロ。
様々なハーブ類、香り高
い根植物、ナチュラルな香
料をアルコールに漬け込
み蒸留しています。

¥3,740終売

アマーロ
ダランチャ ロッサ

アマラ

アヴェルナ社
（シチリア州）

1868年の創業以来受け
継がれる秘伝のレシピに
よる伝統的なリキュール。
多くの香草や薬草を浸漬
させて造られています。
心地よい苦味のある独特
の味わいです。

500ML 700ML

小売
価格

小売
価格

ブラッドオレンジピールを
香り高いハーブの抽出液
と砂糖とブレンド、風味豊
かなフルボディの味わい
の透き通ったゴールド色,
ナチュラルなリキュールに
仕上げます。

アマーロ モンテネグロ アマーロ ナルディーニ
アマーロ ディ エルベ

サン ニコラオ

アマーロ
ダランチャ ロッサ

アマラ

アマーロ シチリアーノ
アヴェルナ

750ML ７00ML

ナルディーニ社
（ヴェネト州）

モンテネグロ社
（エミリア ロマーニャ州）

甘味もかなりあるので飲
みやすい。十数種類の薬
草をアルコールに漬け込
み砂糖を加えて作られ
る。食後酒としてストレー
トで飲まれる他、水や炭酸
で割って食前にも最適。

小売
価格 ¥4,840¥3,740小売

価格



リキュール④　アリーチェセレクション
表示は税抜価格です。（アルコールは１０％となります）

モリナーリ社

アニスや数種類のハーブ
から造られる、甘くて華や
かな香りが特徴のリ
キュールです。サンブーカ
の元祖としてイタリアで最
も多く飲まれているトップ
ブランド。

小売
価格 ¥5,500

創業者パオロのオリジナ
ルレシピによるサンブー
カ。デリケートなアニシー
ドの香りが糖分とアル
コールと絶妙に溶け合っ
ています。ディナーの後
さっぱりしたい時にも最
高です。

秘伝のレシピはサンブー
カ・フィーナの生産と自然
な熟成に必須のものであ
り、そのおかげで このリ
キュールは際立った個性
を持ち、甘く同時にドライ
であり、デリケートであ
り、強さを持ち、芳香をも
つ。

小売
価格 ¥3,520 小売

価格 ¥6,600

サンブーカ フィーナ
コラヅィンガリ

コラヅィンガリ社
（ラツィオ州）

700ML

オレンジピールやキナ、
ショウブの葉、オレンジ、
レモン、ビターオレンジ、タ
ンジェリンの皮で風味が
つけられています。

700ML 700ML

アマーロ デルビッライオ ビター レ ヴァリエ サンブーカ
サンブーカ
ディ アニゼ

グラドプーラト社
（ピエモンテ州）

サンタバルバラ社
（マルケ州）

30種類以上の植物を研
究し、スパイスと香りを造
り上げました。甘いノート
と柑橘類の軽快さ、調和
のとれたリキュールです。

５00ML ７00ML

小売
価格 ¥3,520 小売

価格 ¥9,900

ベルタ社
（ピエモンテ州）

トレモンティス社
（サルデーニャ州）

「フェルネット ブランカ」
をベースにペパーミント
エッセンシャルオイルを加
え、爽快な味わいに仕立
てたビターリキュール。

700ML

小売
価格 ¥2,750

マートルの実から造られ
るリキュール。マートルの
芳しい香りに、かすかに
ユーカリ、ジュニパー、く
るみなどのバルサミック
系のエッセンシャルオイル
の甘く重厚な深いアロマ
を感じる。

¥3,080¥4,290

トレモンティス社
（サルデーニャ州）

ラウ社
（サルデーニャ州）

ミルト（銀梅花）は地中海
地域の典型的な低木で、
サルデーニャ島では至る
ところに生えています。果
実は小さく濃い紫色をし
ておりハーブのような独
特の香りがあります。その
実をアルコールと砂糖に
漬けたリキュール。

700ML 700ML

小売
価格

小売
価格

マートルの実から造られ
るリキュール。ユーカリや
ジュニパーなどのエッセン
シャルオイル、くるみなど
の香りを含む。甘味とビ
ター感のバランスが取れ
た味わい。

フェルネットブランカ ブランカメンタ ミルト
ミルト

トレモンティス
ミルト ディ サルデーニャ

ラウ

700ML 700ML

フェルネットブランカ社
（ロンバルディア州）

フェルネットブランカ社
（ロンバルディア州）

世界中から仕入れた27
種類ものハーブやスパイ
スを駆使して造られるビ
ターリキュール(イタリア
産のものは“アマーロ”と
も呼ばれる)で、アルコー
ル度数が39%と比較的
高いリキュールです。

小売
価格 ¥2,750¥4,290小売

価格



リキュール⑤　アリーチェセレクション
表示は税抜価格です。（アルコールは１０％となります）

ディサロンノ社
（ピエモンテ州）

『ディサローノ』をベース
にフレッシュクリームやバ
ニラなどを加えてつくら
れたクリームリキュールで
す。杏仁の甘く優しいアー
モンドのようなアロマに、
バニラやチョコレートが広
がり、ベルベットのように
なめらかで甘くミルキー
な味わい。

小売
価格 ¥4,070

チェリーをスピリッツに漬
け込んだら一年を通して
楽しめるという考えから
始まったトスキ社のリ
キュール造り。現在ではあ
らゆる種類のフルーツや
木の実も用いてます。

イタリア製のヘーゼルナッ
ツのリキュールでアルコー
ル度数が２０度。香ばしい
ナッツの香りは焼き菓子
や生菓子の風味付けに最
適です。

小売
価格 ¥2,750 小売

価格 ¥2,640

フランジェリコ

バルベロ社
（ピエモンテ州）

５00ML

このリキュールはクルミを
グラッパに漬け込んで作
られています。その後、瓶
詰めの前に砂糖を加えて
ろ過をします。この工程は
聖ヨハネの夜にのみ行わ
れます。

700ML 700ML

ノチーノ アマレット ヴェルヴェット アマレット

ヴュー モーリン社
（ピエモンテ州）

ディサロンノ社
（ピエモンテ州）

杏の核抽出のエッセンス
使用したアマレットリ
キュールの元祖。アーモン
ドの中にアプリコットの繊
細な味わいと香り。

500ML 700ML

小売
価格 ¥4,840 小売

価格 ¥3,300

トスキ社
（エミリア ロマーニャ州）

フェルネットブランカ社
（ロンバルディア州）

古くから伝わる伝統的な
レシピに基づき「カラブリ
アのピュアリコリスのリ
キュール」を生産した最初
の蒸留所で、リコリスの
根、アルコール、砂糖のシ
ンプルなつくり方。

５00ML

小売
価格 ¥4,730

ラッテ・ディ・スゥォチェラ
とはイタリア語で「継母の
おっぱい」の意。
原材料に天然の香草、野
菜のエキスなど多種多様
なハーブを使用。

¥5,720
欠品

入荷未定

フェルネットブランカ社
（ロンバルディア州）

ヴィッラザッリ社
（エミリアロマーニャ州）

モデナやボローニャに伝
わる伝統的なリキュール。
この日の頃にはちょうど、
クルミが成熟仕立てでと
てもフレッシュな状態。酸
化していない理想的なク
ルミが採れるので、その
時期に収穫しリキュール
に使用します。

５00ML ５00ML

小売
価格

小売
価格

ラッテ・ディ・スゥォチェラ
とはイタリア語で「継母の
おっぱい」の意。
原材料に天然の香草、野
菜のエキスなど多種多様
なハーブを使用。

アニス セッコ
スペチャーレ

リコラーイス
ラッテ ディ スゥォチェラ

レディ　３０％
ラッテ ディ スゥォチェラ

オリジナル　７０％
ノチーノ

700ML 500ML

カッフォ社
（カラブリア州）

ヴァルネッリ社
（マルケ州）

厳選したアニスシードから
造られる特別なリキュー
ル。ソーダ割りやグレープ
フルーツと共に食前酒に、
アイスクリームにかけたり
と幅広く使われています。

小売
価格 ¥6,380¥4,400小売

価格



アルコール　96

パッリーニ社
（ラツィオ州）

1000ML

お菓子作りに、オリジナル
のリキュール作りに、そし
て保存食に、非常に上質
なアルコール。

小売
価格

小売
価格 ¥2,750

アクア ディ チェドロ

ナルディーニ社
（ヴェネト州）

７00ML

シトロンとして知られる、
チェードロレモンを使った
グラッパベースの甘いリ
キュール。見た目は透明、
独特なドライな後口。

小売
価格 ¥4,510

植物学者であったジュ
ゼッペ・クレメンティ博士
は1884年、トスカーナの
山奥の薬局で、キナ特有
の苦味とハーブの香りを
理想的なバランスで調合
した「クレメンティ キナリ
キュール」を考案しまし
た。

小売
価格 ¥2,200 小売

価格

700ML 700ML

¥8,580¥4,400

ストレガ社
（カンパーニャ州）

クレメンティ社
（トスカーナ州）

700ML

小売
価格

アルコール、砂糖、高品質
なコーヒーのパーフェクト
なマリアージュ。かつては
第二次世界大戦下でも
コーヒークリームは戦士の
疲れを癒すため飲まれま
した。

ベルタ社
（ピエモンテ州）

パッリーニ社
（ラツィオ州）

上質なコーヒーと純粋な
アルコールのみから造ら
れた、コーヒーリキュー
ル。食後酒としてやティラ
ミス作りに、またそのまま
ジェラートにかけて、など
と用途は様々。

小売
価格 ¥2,640

700ML ７00ML

しっかりとしたボディを持
つジャマイカ産ホワイトラ
ム、香り高いマダガスカル
産バニラ、そして豊かな香
りと良質な甘味・酸味を
有するアラビカ種コー
ヒー豆を100％使用。

ジャマイカ・ペッパー、サニ
オなど７０種類以上もの
ハーブや天然香料やスパ
イスを純度の高いアル
コールで漬け込み,シロッ
プを加えてサフランで黄
金色に色づけされた香り
高いリキュール。

リキュール⑥　アリーチェセレクション
表示は税抜価格です。（アルコールは１０％となります）

ディ ネーロ
クレマ アル カッフェ

リクオーレ　ディ
エスプレッソ

グラン　カッフェ
ティアマリア リクオーレ ストレガ キナ　クレメンティ

¥4,400

マラスキーノ アルケルメス

パッリーニ社
（ラツィオ州）

パッリーニ社
（ラツィオ州）

700ML ５00ML

マチェドニアやフルーツタ
ルト作りのアクセントに。
またチェリーやブドウを保
存するときにもよく使わ
れます。

ズッパイングレーゼには欠
かせないリキュール。もと
もとは１８世紀にイタリア
のトスカーナ州フィレン
ツェのドミニコ会修道院で
造られていた薬草酒であ
ると言われています。鮮
やかな赤色で爽やかな香
りが特徴的。コチニール不
使用。

小売
価格 ¥2,640 小売

価格 ¥1,650


