
WINE LIST 

Wine Shop 

URA CORK 

販売・お持ち帰り用ワインリスト 
ここにあるワイン以外にもお買い上げいただけるワインはたくさんあります。 

お気軽にお申し付けください。 

表示の価格はすべて税込です。 



試飲OK! 家飲み支援のセレクション！ コスパ抜群のおすすめワイン！ 

Rose Wines 
 

ペリキータ ロゼ          
葡萄：カステラン50％、アラゴネス32％、トリンカデイラ18％ 

産地：ポルトガル セトゥバル                      1480円（税込） 
 

White Wines 
 

ＩＶＶＩＶＯ インヴィーヴォ MANA ソーヴィニヨン・ブラン     

葡萄：ソーヴィニヨン・ブラン  産地：ニュージーランド マールボロ    1580円（税込） 
 

ジドヴェイ トラッディショナル フェテアスカアルバ                  

葡萄：フェテアスカアルバ  産地：ルーマニア トランシルヴァニア     １２８０円（税込） 

 

ジドヴェイ トラッディショナル トラミネール                  

葡萄：トラミネール・ローズ  産地：ルーマニア トランシルヴァニア     １２８０円（税込） 

CiuCiu オリス                    
葡萄：トレッビアーノ50％、パッセリーナ30％、ペコリーノ20％ 

産地：イタリア マルケ州 カテゴリー：DOPファレリオ           １3８０円（税込） 
 

ペリキータ・ホワイト                  
葡萄：ヴェルデーリョ50％、ヴィオジーニョ26％、ヴィオニエ24% 

産地：ポルトガル セトゥバル                        1480円（税込） 
 

Red Wines 
 

サハテニ ノマド カベルネソーヴィニヨン    

葡萄：カベルネソーヴィニヨン 産地：ルーマニア デアル・マーレ           1280円（税込） 
 

サハテニ ノマド フェテアスカ・ネアグラ   

葡萄：フェテアスカネアグラ 産地：ルーマニア デアル・マーレ          1280円（税込） 
 

ダーレンベルグ・ザ・スタンプジャンプ・シラーズ   
葡萄：シラーズ  

産地：オーストラリア 南オーストラリア州 マクラーレンヴェイル          １5８０円（税込） 
 

CiuCiu バッカス   
葡萄：モンテプルチアーノ50% サンジョヴェーゼ50% 

産地：イタリア マルケ    

カテゴリー：DOPピチェーノ                             １3８０円（税込） 
 

ベリキータ・オリジナル          
葡萄：カステラン46％、トリンカテイラ40％、アラゴネス14％   

産地：ポルトガル セトゥーバル                            1480円（税込）  

 

※このページに掲載したワインは、すべて試飲できます 



Sparkling Wine  
 

 

ヴィラマリア PBライトリースパークリング ソーヴィニヨン・ブラン      
葡萄：ソーヴィニヨン・ブラン   

産地：ニュージーランド 主にマールボロ                        2050円（税込） 
 

 

"パッサ・パローラ" プロセッコ     

葡萄：ガルガーネガ  産地：イタリア ヴェネト                  1980円（税込） 
 

 

INVIVO スパークリングソーヴィニヨン・ブラン      
葡萄：ソーヴィニヨン・ブラン   

産地：ニュージーランド マールボロ                            2480円（税込） 
 

 

レヴァレット IQ プレミアムブリュット メトード・トラディショネル 
葡萄：ピノ・ノワール50%、シャルドネ43％、ピノ・ムニエ7％   

産地：ニュージーランド ホークス・ベイ                          3480円（税込）     

※瓶内二次発酵 
 

 

 

Rose Wines 
 

ペリキータ ロゼ          
葡萄：カステラン50％、アラゴネス32％、トリンカデイラ18％ 

産地：ポルトガル セトゥバル                    1480円（税込） 
 

 

ヴィラマリア PBロゼ    
葡萄：メルロー78% ピノ・ノワール9％ ピノ・グリ8％ マルベック3％ ピノタージュ2％  

産地：ニュージーランド マールボロ                1980円（税込） 

 
 

グラハムノートン ピンクデザイン ロゼ         
葡萄： ピノグリ51%、ソーヴィニヨンブラン40%、ピノノワール9%   

産地：ニュージーランド マールボロ、ホークスベイ          2180円（税込） 
 

  



White Wines 
 

～シャルドネ～ 

 

 

アストロラーベ シャルドネ              

葡萄：シャルドネ  産地：ニュージーランド マールボロ                 2780円（税込） 
 

エスクバレー シャルドネ    

葡萄：シャルドネ  産地：ニュージーランド ホークス・ベイ           2640円（税込） 

 

サハテニ アニマ シャルドネ    

葡萄：シャルドネ  産地：ルーマニア デアル・マーレ                    2680円（税込） 
 

ミルトン オボウヴィンヤード シャルドネ    

葡萄：シャルドネ  産地：ニュージーランド ギズボーン                   3000円（税込） 

～ソーヴィニヨン・ブラン～ 

 

ＩＶＶＩＶＯ インヴィーヴォ MANA ソーヴィニヨン・ブラン     

葡萄：ソーヴィニヨン・ブラン  産地：ニュージーランド マールボロ    1580円（税込） 
 

グローワーズマーク ソーヴィニヨン・ブラン     

葡萄：ソーヴィニヨン・ブラン  産地：ニュージーランド マールボロ    1880円（税込） 
 

ＩＮＶＩＶＯ インヴィーヴォ X  

サラ・ジェシカ・パーカー ソーヴィニヨン・ブラン     

葡萄：ソーヴィニヨン・ブラン  産地：ニュージーランド マールボロ    2480円（税込） 
 

ローソンズ・ドライヒルズ ソーヴィニヨン・ブラン    

葡萄：ソーヴィニヨン・ブラン  産地：ニュージーランド マールボロ    2480円（税込） 
 

グリーンソングス アタマイ ファンキー ソーヴィニヨンブラン   

葡萄：ソーヴィニヨン・ブラン  産地：ニュージーランド ネルソン     3380円（税込） 
 

ラブブロック オレンジ ソーヴィニヨン・ブラン（オレンジワイン）     

葡萄：ソーヴィニヨン・ブラン  産地：ニュージーランド マールボロ    2980円（税込） 
 
 



 

 

～その他品種の白ワイン・ニュージーランド～ 
 

クーパーズクリーク “フォードーターズ” 白    
葡萄：シャルドネ、マルサンヌ、アルネイス、ゲヴェリュツトラミネール 

産地：ニュージーランド ギズボーン                   1980円（税込） 
 

ヴィラマリア PBリースリング      

葡萄：リースリング   産地：ニュージーランド マールボロ               1980円（税込） 
 

ブラッケンブルック シャングリラ ゲヴェリュツトラミネール    

葡萄：ゲヴェリュツトラミネール  産地：ニュージーランド ネルソン      2280円（税込） 
 

ミルトン  “レ・トロワ・ザンファン” 
葡萄： ゲヴュルツトラミナー、リースリング、ミュスカ・ア・プティ・グラン  

産地：ニュージーランド ギズボーン                    2780円（税込） 
 

ミーシャズ “ドレスサークル” ピノ・グリ    

葡萄：ピノ・グリ      産地：ニュージーランド セントラル・オタゴ     ３１８０円（税込） 
 

 

グリーンソングス アンバーピノ・グリ （オレンジワイン）   

葡萄：ピノグリ      産地：ニュージーランド ネルソン        ３３８０円（税込） 
 

～その他品種の白ワイン・ルーマニア～ 

ジドヴェイ トラッディショナル フェテアスカアルバ                  

葡萄：フェテアスカアルバ  産地：ルーマニア トランシルヴァニア     １２８０円（税込） 

 

ジドヴェイ トラッディショナル トラミネール                  

葡萄：トラミネール・ローズ  産地：ルーマニア トランシルヴァニア     １２８０円（税込） 
 

サハテニ アルティザン タマイオアサ ロマネアスカ   

葡萄：タマイオアサ ロマネアスカ 産地：ルーマニア デアル・マーレ     ２３８０円（税込） 

～その他品種の白ワイン・イタリア～ 

CiuCiu オリス                    
葡萄：トレッビアーノ50％、パッセリーナ30％、ペコリーノ20％ 

産地：イタリア マルケ州 カテゴリー：DOPファレリオ           １3８０円（税込） 
 

ソアーヴェ・クラシコ “モンテ・デ・トーニ”     
葡萄：ガルガーネガ 産地：イタリア ヴェネト   

カテゴリー：DOCGソアーヴェ・クラシコ                  2480円（税込）    



～その他品種の白ワイン・ポルトガル～ 
 

ペリキータ・ホワイト                  
葡萄：ヴェルデーリョ50％、ヴィオジーニョ26％、ヴィオニエ24% 

産地：ポルトガル セトゥバル                    1480円（税込） 
 

フィリッパ・パド  ピカル＆アリント    
葡萄：ピカル、アリント 産地：ポルトガル バイラーダ  

カテゴリー：IGPベイラス                           2１80円（税込） 
 

ソアリュイロ    
葡萄：アルバリーニョ 産地：ポルトガル ミーニョ 

カテゴリー：ヴィーニョ・ヴェルデDOP                   2580円（税込） 
 

～その他品種の白ワイン・アルゼンチン～ 
 

 

ボデガ・コロメ・トロンテス               
葡萄：トロンテス      

産地：アルゼンチン サルタ州 アッパー・カルチャキ・ヴァレー           1８50円（税込） 
 

 

 



Red Wines 

 

～ピノ・ノワール～ 
 

グロワーズマーク ピノ・ノワール    

葡萄：ピノ・ノワール  産地：ニュージーランド マールボロ      2180円（税込） 
 

アストロラーベ ピノ・ノワール    
葡萄：ピノ・ノワール  産地：ニュージーランド マールボロ      3280円（税込） 
 

パリサーエステート ペンカロウ ピノ・ノワール    

葡萄：ピノ・ノワール  産地：ニュージーランド マーティンボロー    3180円（税込） 
 

クレイターリム カンタベリー ピノ・ノワール    

葡萄：ピノ・ノワール  産地：ニュージーランド ワイパラヴァレー    4180円（税込） 
 

ミーシャズ ピノ・ノワール “ハイノート”   
葡萄：ピノ・ノワール  産地：ニュージーランド セントラルオタゴ    4380円（税込） 
 

アタランギ クリムゾン ピノ・ノワール        

葡萄：ピノ・ノワール  産地：ニュージーランド マーティンボロー    4180円（税込） 
 

パリサーエステート マーティンボロー ピノ・ノワール    

葡萄：ピノ・ノワール  産地：ニュージーランド マーティンボロー    4950円（税込） 
 

クレイターリム オミヒライズ ピノ・ノワール    

葡萄：ピノ・ノワール  産地：ニュージーランド ワイパラヴァレー    7300円（税込） 
 

マウントフォードエステート ピノ・ノワール    

葡萄：ピノ・ノワール  産地：ニュージーランド ワイパラヴァレー    6480円（税込） 
 

アタランギ ピノ・ノワール    
葡萄：ピノ・ノワール  産地：ニュージーランド マーティンボロー     9480円（税込） 



～ボルドー系品種～ 
 

サハテニ ノマド カベルネソーヴィニヨン    

葡萄：カベルネソーヴィニヨン 産地：ルーマニア デアル・マーレ      1280円（税込） 
 

ヴィラマリア プライベートビン メルロー・カベルネ            
葡萄：メルロー・カベルネ・ソーヴィニヨン  

産地：ニュージーランド ホークス・ベイ               1980円（税込） 
 

エスクヴァレー  メルロー・カベルネ・マルベック            
葡萄：メルロー・カベルネ・ソーヴィニヨン・マルベック   

産地：ニュージーランド ホークス・ベイ                   2970円（税込）     
 

クーパーズ・クリーク ギムレットグラヴェルズ カベルネ・メルロー           
葡萄：カベルネ・ソーヴィニヨン・メルロー   

産地：ニュージーランド ホークス・ベイ ギムレットグラヴェルズ    3960円（税込） 

 

サハテニ アニマ メルロー   

葡萄：メルロー  産地：ルーマニア デアル・マーレ                 3480円（税込） 
 

エスクヴァレー ワインメーカーズリザーブ            
葡萄：カベルネ・ソーヴィニヨン・メルロー・マルベック 

産地：ニュージーランド ホークス・ベイ ギムレット・グラヴェルズ    5500円（税込） 
 

～シラー/シラーズ～ 
 

ダーレンベルグ・ザ・スタンプジャンプ・シラーズ   
葡萄：シラーズ  

産地：オーストラリア 南オーストラリア州 マクラーレンヴェイル    １5８０円（税込） 
 

グラハムノートン シラーズ   
葡萄：シラーズ95％ カベルネ・ソーヴィニヨン5％ 

産地：オーストラリア 南オーストラリア州 バロッサ・ヴァレー他       2180円（税込）          

※NZ、INVIVOロブ・キャメロンが造るオーストラリアシラーズ 
 

ダーレンベルグ・フットボルト・シラーズ            
葡萄：シラーズ  

産地：オーストラリア 南オーストラリア州 マクラーレンヴェイル    2480円（税込） 
 

トイスナー・リブキー・シラーズ   
葡萄：シラーズ  

産地：オーストラリア 南オーストラリア州 バロッサヴァレー      2650円（税込） 
 

トリニティーヒル ギムレットグラヴェルズ ホークス・ベイ シラー   
葡萄：シラー 産地：ニュージーランド ホークス・ベイ         4750円（税込） 



～その他品種の赤ワイン・ルーマニア～ 
 

サハテニ ノマド フェテアスカ・ネアグラ   

葡萄：フェテアスカネアグラ 産地：ルーマニア デアル・マーレ           1280円（税込） 
 

バラ・ゲーザ カダルカ   

葡萄：カダルカ      産地：ルーマニア クリシャナ地方 ミニシュ    2580円（税込） 
 

バラ・ゲーザ ブラウフレンキッシュ  

葡萄：ブラウフレンキッシュ  産地：ルーマニア クリシャナ地方 ミニシュ         2580円（税込） 

～その他品種の赤ワイン・イタリア～ 
 

CiuCiu バッカス   
葡萄：モンテプルチアーノ50% サンジョヴェーゼ50% 

産地：イタリア マルケ    

カテゴリー：DOPピチェーノ                             １3８０円（税込） 
 

カンティーナ・マリリーナ クリヴ・ロッソ  
葡萄：ネロ・ダーヴォラ、メルロー 

産地：イタリア シチリア   カテゴリー：IGＰテッレ・シチリアーネ           １6８０円（税込） 
 

～その他品種の赤ワイン・ポルトガル～ 
 

ベリキータ・オリジナル          
葡萄：カステラン46％、トリンカテイラ40％、アラゴネス14％   

産地：ポルトガル セトゥーバル                            1480円（税込）    
 

 
 

～その他品種の赤ワイン・アルゼンチン～ 
 

アマラヤ コルテ マルベック   
葡萄：マルベック85% カベルネ・フラン10% タナ5%  

産地：アルゼンチン  カルチャキヴァレー                          26８０円（税込）              

 

ボデガ・コロメ・ロテ・エスペシアル・タナ              
葡萄：タナ      

産地：アルゼンチン サルタ州 アッパー・カルチャキ・ヴァレー                31８０円（税込） 


