
【GRA】

原料：苺　容量：720ml

イチゴの芳醇な香りと、やや強めの炭酸によ
るさっぱりとした飲み口が特徴です。

【出羽桜酒造】

原料：米　容量：720ml

シュワッと広がる優しい甘さと華やか
な香りをお楽しみください。

【高畠ワイナリー】

原料：葡萄　容量：750ml

ナイアガラのやさしい甘さとすっきりとした酸味が
発泡することで織りなす絶妙なバランスをお楽しみ
いただけるスパークリングワインです。

【白百合醸造】

原料：葡萄　容量：720ml

マスカット・ベーリーＡを使用したやや甘口の
スパークリングワインです。

【モンテリア】

原料：葡萄　容量：290ml

爽やかな香りとスッキリとした酸味、豊かな果実味が
相まったスパークリングワインです。

【キザンワイン】

原料：葡萄　容量：750ml

僅かにアルデヒディックな香りが全体に複雑味と重
厚さを与えています。

【木戸泉酒造】

原料：米　容量：720ml

お米の旨味と炭酸ガスの爽やかな口当
たりの商品です。

【WAKAZE】

原料：米　容量：500ml

米由来のスッキリとした酸味にボタニ
カル由来のフレッシュな柑橘感が合わ
さった味わいが特徴です。

【WAKAZE】

原料：米　容量：500ml

米由来のスッキリとした酸味に茶葉由来
の渋みが合わさった味わいが特徴です。

【豊島屋酒造】

原料：米　容量：500ml

瓶内二次発酵をさせ、自然な発泡性を
得た純米酒です。麹の味わいと、爽や
かな飲み口をお楽しみください。

【八戸酒造】

原料：米　容量：750ml

ドライに仕上げたいという想いで作ら
れ、食前酒としてだけでなく、食中・食
後にも楽しめます。

【白鶴酒造】

原料：米　容量：720ml

米、米麹のみで醸した純米酒ベースの
スパークリング日本酒です。

【喜久水酒造】

原料：林檎　容量：720ml

フレッシュで爽やかな香りと味わいの新酒を
お楽しみ頂けます。

密閉タンク内二次発酵によるきめ細かい泡と
クリアーな酒質が特徴です。

【喜久水酒造】

原料：林檎　容量：720ml

【喜久水酒造】

原料：林檎　容量：275ml

ジューシーな甘みで、お酒が苦手な方にも美
味しく召し上がっていただけるお味になって
おります。

【喜久水酒造】

原料：林檎　容量：275ml

スッキリとほのかな甘さをお楽しみいただけ
ます。

【高畠ワイナリー】

原料：林檎　容量：750ml

りんごのフルーティーな香りとみずみずしい
味わいをそのまま楽しめるシャキッと爽やか
なやや甘口ワインです。

【喜久水酒造】

原料：林檎　容量275ml

ドライタイプはスッキリと辛口な仕上がりで
す。

【高畠ワイナリー】 【高畠ワイナリー】

【GRA】

【高畠ワイナリー】

原料：葡萄　容量：750ml原料：葡萄　容量：750ml原料：葡萄　容量：750ml

原料：苺　容量：360ml

柑橘系や白い花のような華やかな香り、豊かなうま
みをともなう酸を感じられるすっきりとした味わいで
す。

【都農ワイン】

原料：キウイ　容量：750ml

鼻から抜ける清涼感と、パイナップルや桃のようなま
ろやかな甘い香りを感じます。

【GRA】

原料：苺　容量：290ml

イチゴの爽やかな甘さと甘酸っぱい香りで
す。

【GRA】

原料：苺　容量：290ml

イチゴの爽やかな甘さと甘酸っぱい香りで
す。

【都農ワイン】

原料：梅　容量：750ml

優しい甘い香りが顔を覗かせ、パッションフルーツの
ような甘酸っぱくトロピカルな香りに感じます。

【シャトージュン】

原料：葡萄　容量：750ml

甲州ぶどうを100%使用した炭酸ガス充填方式の
発泡性ワインです。

【白百合醸造】

原料：葡萄　容量：750ml

自社畑のシャルドネから造られる繊細な味わい、
手づくりにこだわる繊細な泡立ちです。
白百合醸造醸造部、石川資（タスク）の懇親の1本で
す。

【シャトージュン】

原料：葡萄　容量：750ml

巨峰をメインとした、ほんのりと甘い香りと辛口の味
わいによるコントラストが絶妙な逸品です。

【白百合醸造】

原料：葡萄　容量：750ml

白百合醸造が新年を彩るために自社畑で厳選した
葡萄のみを使用したスパークリングワインです。ドラ
イな口当たりと、きめ細かな泡立ちが特徴のワイン
です。

【モンテリア】

原料：葡萄　容量：290ml

キュートにはじける泡々と華やかでやさしい白ぶど
うの香りがいっぱいに広がる楽しいワインです。

【モンテリア】

原料：葡萄　容量：290ml

やわらかい口当たりと桃の果実味がハーモニーを奏
でます。

【南部美人】

原料：米　容量：720ml

後味にしっかりと米の旨味が残るバラ
ンスの良いawa酒です。

【喜久水酒造】

原料：米　容量：720ml

ふっくらとした米の香りと、クリーミー
な舌触りの酸味と甘味をお楽しみいた
だける、上品な印象の「にごり酒」で
す。

【八海山】

原料：米　容量：720、360ml

さわやかな酸味と華やかな香り、炭酸
の泡が口の中で心地よくはじけます。

【六歌仙】

原料：米　容量：720ml

瓶内二次発酵の柔らかなしゅわしゅわ
感が心地よい一品です。

【喜久水酒造】

原料：米　容量：300ml

スッキリした味わいは他のお米では再
現できない味わいです。

【六歌仙】

原料：米　容量：720ml

紫黒米という米を使った天然由来のロ
ゼ色のお酒です。

【永井酒造】

原料：米　容量：720ml

チェリーやライチの香味を持ち、シル
キーな泡が妖精のように料理を包みま
す。

【八戸酒造】

原料：米　容量：500ml

程よく米の甘みと旨味、そして柔らかく
きめ細かい泡が特徴で、普段日本酒を
召し上がらない方にもおすすめ出来る
1本です。

【都農ワイン】

原料：マンゴー　容量：750ml

白桃の香りがより鮮明に感じられ、
バナナなどのふくよかで南国を連想させられる香り
が顔を覗かせます。

【ルミエールワイナリー】

原料：葡萄　容量：750ml

甲州のまろやかな風味を引き出した、
オレンジ色の辛口スパークリングです。

【マンズワイン】

原料：葡萄　容量：720ml

酵母が造り出した長く続くきめ細かい泡、
柔らかな酸味に品種特有の甘い香りが調和した心
地よい味わいが特長です。

【ルミエールワイナリー】

原料：葡萄　容量：750ml

ブドウが持つ豊かな果実味と瓶内二次発酵によるき
め細かな泡が特徴です。

【フジッコワイナリー】

原料：葡萄　容量：375ml

爽やかなマスカット・ベーリーＡの風味が感じられ、
変り種として面白いワインです。

【サドヤ】

原料：葡萄　容量：720ml

緑がかった薄い黄金色からはフレッシュさを感じさ
せ、柑橘系の爽やかな香りとすっきり溌剌とした泡立
ちの辛口スパークリングです。

【フジッコワイナリー】

原料：葡萄　容量：375ml

果実味豊かな味わいで甘さと酸味のバランスも良い
ワインです。

【フジッコワイナリー】

原料：葡萄　容量：375ml

華やかなロゼ色と巨峰の甘さと爽やかさが女性に人
気です。

【くらむぼんワイン】

原料：葡萄　容量：720ml

爽やかな泡が口中に広がり、濃厚な甘みと果実味、
適度な酸味がとても印象的です。

【くらむぼんワイン】

原料：葡萄　容量：720ml

軽やかな果実味で飲み心地が良く、酸味とのバラン
スが抜群です。若干の苦味がアクセントとなっていま
す。

【マルスワイン】

原料：葡萄　容量：750ml

「柑橘系の心地よい香り、清涼感のあるフレッシュな
酸味」と果実の甘さが特徴の、
やや甘口のスパークリングワインです。

【永井酒造】

原料：米　容量：360ml

口当たりの柔らかいシルキーな泡と白
桃や林檎のような香味が調和します。

【人気酒造】

原料：米　容量：720ml

キメ細かい泡とエレガントな酸味、甘さ
を抑え日本酒らしさにこだわりました。

【人気酒造】

原料：米　容量：720ml

アルコールと共に造られる炭酸ガスを瓶の
中に封じ込めたスパークリング日本酒です。

【マルスワイン】

原料：葡萄　容量：750ml

フルーティーな味わいとほんのりした甘さが感じら
れ、膨らみある味わいとなっており、綺麗な酸味がフ
レッシュさを感じさせます。

【滝澤酒造】

原料：米　容量：720ml

シャンパン製法を応用した瓶内二次発
酵による透明な発泡性純米酒です。

【マンズワイン】

原料：葡萄　容量：720ml

チェリーやイチゴ、花束のようなチャーミングな香り
です。

【マンズワイン】

原料：葡萄　容量：720ml

甲州種特有の上品な香り、酵母が作り出した旨味と
きめ細かい滑らかな泡立ちが特長です。

【笹一酒造】

原料：葡萄　容量：720ml

やや中口タイプのワインです。
心地よい気泡と、ほどよい甘みのバランスのとれた
スパークリングワインです。

【マルスワイン】

原料：葡萄　容量：750ml

清涼感ある酸味とキメ細かい泡立ちが、心地よい爽
快感を与えてくれる辛口スパークリングワインです。

【マルスワイン】

原料：葡萄　容量：720ml

シャープで軽快な味わい、酵母由来の豊かなふくら
みとなめらかなコクも楽しめます。

【大和葡萄酒】

原料：葡萄　容量：750ml

甲州葡萄を樽熟成し、ほのかなオークの香りとほど
よい酸味のあるバランスの良いスパークリングワイ
ンに仕上げました。

【蒼龍葡萄酒】

原料：葡萄　容量：720ml

フレッシュ＆フルーティでやや辛口（白）のスパーク
リングのため、お食事や食後の一杯など、様々な
シーンでご愛飲いただけます。

【ルミエールワイナリー】

原料：葡萄　容量：750ml

キメの細かい泡立ちと、和柑橘のような清々しい香り
をお楽しみください。

ベリー系の風味やほのかなタンニンが骨格を表し、
よりフルーティーで飲み応えのある味わいに仕上が
りました。

【シャトー勝沼】

原料：葡萄　容量：720ml

カリンや白桃、青リンゴのような果実香が広がりま
す。

【MGVsワイナリー】

原料：葡萄　容量：750ml

甲州特有の香りと味わいが、なめらかな泡ときれい
に調和され、まろやかな仕上がりになっています。

【蒼龍葡萄酒】

原料：葡萄　容量：750ml

にごりタイプになっている上、炭酸ガスを注入（ガス
注入方式）してありますので爽快感も心行くまで楽し
んで頂ける逸品です。

【メルシャン】

原料：葡萄　容量：720ml

パイナップルを連想させる甘酸っぱい果実の香りな
どがバランスよく調和します。きめの細かいあわと心
地良い酸が口中に広がります。

【メルシャン】

原料：葡萄　容量：720ml

イチゴ、サクランボなどチャーミングな赤い果実の香
りが感じられ、心地よい酸味、果実味がバランスよく
口中に広がります。

【モンテリア】

原料：葡萄　容量：720ml

きめ細やかな気泡が巨峰種ならではのやさしい甘み
とさわやかな酸味を引き立てるスパークリングワイ
ンです。

【滝澤酒造】

原料：米　容量：720ml

世界初となる本格的なロゼタイプのス
パークリング純米酒です。

イチゴの芳醇な香りと、やや強めの炭酸によ
るさっぱりとした飲み口が特徴です。

【高畠ワイナリー】

原料：葡萄　容量：750ml

ドロップのような果実香とほんのり感じる甘さの中
に、赤ワインであることを主張する穏やかなタンニン
をお楽しみいただけます。

【白百合醸造】

原料：葡萄　容量：720ml

甲州ぶどうを使用した、やや辛口のスパークリング
ワインです。

【モンテリア】

原料：葡萄　容量：290ml

さわやかな柑橘がほのかに香り、すっきりとした酸
味がやわらかい口あたりを引き立てる上品な味わい
のスパークリングワインです。

【駒園ヴィンヤード】

原料：葡萄　容量：750ml

豊かな果実味とバランスの良い酸味、爽やかな炭酸
が特徴的です。

【木戸泉酒造】

原料：米　容量：500ml

甘酸っぱい味わいに瓶内2次発酵によ
り生じているほどよい炭酸がすっきりと
した絶妙な仕上がりとなっております。

【井出酒造店】

原料：米　容量：720ml

純米吟醸のやや甘口の発泡清酒です。

【シャトー勝沼】

原料：葡萄　容量：720ml

やわらかな泡は、口の中をほどよくスッキリさせ味覚
もリフレッシュしてくれます。
やや辛口タイプのスパークリングワインです。

【シャトー勝沼】

原料：葡萄・桃果汁　容量：720ml

桃の果汁をふんだんに使用しました。 
甲州ぶどうと、桃の果汁のマリアージュをお楽しみ下
さい。 

【シャトー勝沼】

原料：葡萄　容量：720ml

フレッシュでフルーティーな風味と繊細で持続性の
ある泡が特徴的なスパークリングワインです。

きめ細やかな泡とともに完熟した果汁を思わせる濃
密な味わいと、熟成した酵母のうまみが詰まった深
い味わいに仕上がりました。

【シャトー勝沼】

原料：葡萄　容量：720ml

上品な果実香と口いっぱいに広がるイチゴやブルー
ベリーのようなフレッシュ感が特徴です。

【アルプスワイン】

原料：葡萄　容量：720ml

柔らかい泡立ち、しっとりとした甘さ、華やかな香り
のアジロンダック種１００％のスパークリングワインで
す。

【ルバイヤートワイン】

原料：葡萄　容量：720ml

柑橘系の果実やバニラの香り、柔らかな泡の刺激、
キリッとした酸味が心地よい繊細なスパークリング
ワインです。

【マルスワイン】

原料：葡萄　容量：750ml

複雑で豊かな果実香が調和した辛口スパークリング
ワインです。
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その他、お正月気分にふさわしい銘酒を150種以上揃えております。 shibuya . tokyu -p laza .com


