Winery

ワイナリー紹介

個性ある2つのワイナリーから
希少なスイスワインの中でも最高級と
評判の“世界文化遺産ラヴォー地区の
シャスラー100％”
【PASCHOUD】
と、
バーゼルラント州TherwilとKlusで生産
している家族経営の小さなワイナリー
【Gschwind】の珍しい品種のワインなど
特にスイスの特徴が味わえるワインを
選りすぐって輸入販売しています。

二千年も前からワインを作り続けている世界文化遺産のラヴォー地区

DOMAINE PASCHOUD

ドメーヌ パショー

二千年も前からワインを作り続
る世界文化遺産ラヴォー地区

スイス、知られざるワイン大国
スイス国民1人あたりの年間ワイン消費量は45リットル、世界5位。
国内で生産されるワインのほとんどは自国内で消費され、
それでも不足
し約65％を国外からの輸入でまかなっているというほどワインを日常的
に愛飲しています。
そのためスイスワインが海外に輸出されるのは生産量のたった0.7％程度
日本ではほぼ流通していません。
アガイ商事ではスイスの撮影機材などの製品を長年取扱い何度も訪問
し密接な関係があり、特別にワイナリーと販売契約・直輸入しスイスワイ
ンを販売しています。

LUTRY で作られた希少なワイン。
DOMAINE PASCHOUD はワイン
作りに適したレマン湖畔の南向き

斜面にありぶどうも景色も最高です。
ここでは “３つの太陽” = 日光、湖面反射、地中に埋まった石垣の輻射熱
が夜間の温度低下を防ぎ、美味しいワインを作っています。
ワイン通から “ラヴォー地区のシャスラーが飲みたい” という指名されるほど、
他の産地とは格段に違う風味に定評があり、少量生産で入手困難な高級品です。
シャスラーは同じ品種でも産地により味が全く変わるので、
ぜひ一度ラヴォーのシャスラーを味わってみて下さい。
ワインに真摯に向き合う、家族経営の小さなワイナリー

Gschwind Weinbau ゲシュビント ワイナリー
スイス北 ドイツ国境とも近いバーゼルラント
州のセルビル
（Therwil）
とクルース
（Klus）
で生産している地元で愛されるGschwind
は家族経営の小さなワイナリーです。
今では造り手の少ない珍しい品種があった
り、丁寧で真面目な製法によりぶどうの味や
香りの違いがよくわかる自然で綺麗な味わ
いが特徴です。
毎年ぶどうの熟成と向き合い、1つ1つ大事
に作られたぶどうを瓶詰めまで自家生産。
スイスワインの代表格が揃います。

スイスワインについて
スイスは山が多く、高低差の大きな地形による日当たりの良さと寒暖差
がぶどうに芳醇さと深みをもたせます。
ただしその厳しい地形と国土の
狭さにより、ぶどうを栽培できる土地には限りがあります。
そのためスイス
ではたくさん作るよりも高品質を保とうと 国や地方により生産量の上限
が定められており少量生産の希少品となっています。
様々な土壌や急斜面でのぶどう栽培のため、
スイスのワイナリーでは栽
培や収穫を手作業で丁寧に丹精込めてワインを作り上げています。
ワイン
づくりに真摯で頑固なこだわりをもつ素敵な小さなワイナリーです。
通常これらのワインは地元で愛飲され海外には流通せず、旅行者が訪問
した観光先で“スイスワインって美味しい！”と感動するのもこういったワイ
ンです。
現地でしか飲めない特別なスイスワイン、日本ではアガイ商事でしか販
売していない直輸入のフレッシュな味わいをお楽しみ下さい。

SWITZERLAND WINE CATALOG

希少な限定品

スイスワイン
カタログ
スイスワインは品質がよく美味しいと評判です。
スイス国内での消費が非常に多く輸出が少ないため
知る人ぞ知る、希少価値の高いワインです。

希少価値の高いスイスワインの、
香り高い味わいを ゆっくりお楽しみ下さい。

スイスワイン解説＆
動画ご紹介ページ

輸入・販売

アガイ商事株式会社

〒171-0014東京都豊島区池袋2-23-16アガイビル

www.swisswine-shop.com

飲酒は20歳になってから。
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。

RED

White / Rose
＊ 白ワイン

価格は参考上代（税込）

1.Steibangler R× S

シュタイバングラーRxS

定価 5,940円

軽め
甘口

重め
辛口

品種：
リースリングｘシルヴァーナ
12 ％

した口当たりはまさにスイスワインの特徴。

2.CRET DE PLAN

ない味です。ドイツの軽い風味のシルヴァーナ
とライン地域のフルーティーなリースリングを

Chasselas

定価 10,450円

軽め
甘口

重め
辛口

＊ 有機ワイン

クレ・ド・プラン シャスラー

1番人気

定価 7,150円

軽め
甘口

重め
辛口

品種：マレシャル フォシュ

定価 4,620円
軽め
甘口

重め
辛口

テイスト、爽やかで華やかな香りとほのかな

12.3％

極上の風味とラヴォー地区産という希少性の

14％

上品な甘みと余韻が続く高級白ワイン。

3.Charmont Barrique
定価 7,150円
軽め
甘口

重め
辛口

品種：
シャルドネｘシャスラー
樽熟成

シャルモア バーリック
シャスラー種の飲みやすさを保ちつつ半年以

上 オーク樽で熟成させた、飲みやすいのに香
りがとても良いリッチな白ワイン。口の中に
スモーキーな香りが広がり、まるでブランデ
ーのような味わいです。

丁寧に厳選したぶどうを手作業で潰し限定生産

12％

した希少品。

Gschwind
750ml

＊ ロゼ

6.Oeil de Perdrix
贈答に

定価 6,600円
軽め
甘口

重め
辛口

品種：ピノノワール
13％

Gschwind
750ml

ウイユ・ド・ペルドリ
「やまうずらの眼」の名の通り淡いきれいな

9. Kluser Pinot Noir
定価 5,940円
軽め
甘口

重め
辛口

品種：ピノノワール

14.5 ％

Gschwind
750ml

Gift

オンラインショップ

土質と砂を含んだ土壌で栽培され水分を含
んだ瑞々しいTherwiler産ピノノワールは

アガイオンラインショップ

https://www.swisswine-shop.com/
最短で当日出荷（営業日）
銀行振込・コレクト(代引)・クレジットカード決済OK

アガイ商事 店頭

池袋ショールームで直接お渡し可能

E-mail/電話注文

info@agai-jp.com

シュタイバングラー ピノ・ノワール

丁寧に作られた軽く爽やかな赤ワイン。粘

お得な直販価格で販売中

送料

フリー
ダイヤル

0120-862-886

20,000円以上のお買上げで 送料無料

酒販店 ・ レストラン ・ ホテル ・イベント等でご利用を検討されている方へ
再販価格についてはメールまたはお電話にてお問い合わせ下さい。
少量からでもご注文頂けます。日本では珍しいスイスワインをお店の目玉にしませんか︖

ライトな飲み口でフレッシュ。

お得な定期便

クルース ピノ・ノワール
スイス北部Aeschの急勾配な斜面、水分の
少ない土壌で育った小粒なKluser産ピノ・
ノワールはタンニンが多く含まれておりポリ
フェノールが豊富。
より重厚感のある飲み口が楽しめます。
土壌の違いによるピノ・ノワールの味の違
いをお楽しみ下さい。

Party
贈答用はもちろん、
パーティー、

普段は自宅用、
プレゼント用にするときはご実家へ直送…など便利にご利用頂けます。

厳選スイスワイン定期便（1年コース）合計12本

スイスワインを 毎月 1本
送料無料でお届けいたします。
画像はイメージです。
出荷月にあわせて
飲み頃な種類をお選びします。

お中元お歳暮、
贈答用に
お届け先の途中変更もできます。
お得にスイスワインを飲みたい方、
大切な方へのご挨拶に、
ぜひご利用下さい。

49,500円/合計12本（送料込み︕）
※ご注文頂いた月から毎月1本1年間お届けします。
複数本のお届け
（前倒し）
や贈答包装も承ります。
※夏期はクール冷蔵便でお届けします。

イベントにもぜひご利用ください。
大量ご注文の場合は特別価格
でお見積りいたします。

香りのため女性へのプレゼントにも人気。

アルコール度数は生産年により0.5~1％程度多少変わることもあります。

ご注文方法

ワインセラー保管のワインを、
送料無料で毎月 ご指定場所へお届けします。

がなく軽い口当たり、飲みやすく花のような

ロゼワインが選ばれています。

バランスがとれた完成度の高いワイン。

いを馴染み深いものにしています。

よるロゼワイン。赤ワイン特有の渋みや重さ

はバーベキューの時は必ずといっていいほど

程よい酸味とタンニンも柔らかでなめらかな

甘みを感じつつ、若々しい香りがその味わ

Gschwind
750ml

ピンク色、直接圧搾法（ピノ・ノワール）に

よく冷やして飲むスタイルが主流でスイスで

骨格のしっかりとした味わい・濃さがあり、

8. Steibängler Pinot noir

品種：シャスラー

高さがワイン通の注目を集めています。

深みあるガーネット色の有機ワイン。

リピーターの多い1番人気。

品種：ピノノワール

DOMAINE PASCHOUD
700ml

シュタイシュライファー

ワイン通への贈答にもお勧め。

Gschwind
750ml

に面した畑で作られた希少品。

価格は参考上代（税込）

造り手の僅かな珍しいぶどう品種のため、

13.5 ％

文化遺産のラヴォー地区 LUTRY、レマン湖
シャスラー種 100％のフレッシュなミネラル

赤

7.Steischleifer Marechal Foch

他にない味わいで若々しいクセのない飽きのこ

掛け合わせて作られた珍しいぶどう品種。

Gschwind
750ml

希少な
限定品

炭酸を思わせるかのような爽やかですっきりと

ORDER

包装について

イベントや贈答に特別対応

1本用または2本用の化粧箱
と包装を無料サービス。
のし紙やカードもご用意可能。

会社のロゴ入りラベルで得意先に
プレゼントしたい等 柔軟に対応。
お気軽にご相談下さい。

酒販販売業 免許取得（小売・卸売り販売）豊法2029,豊酒226,227

輸入・販売元

アガイ商事株式会社

〒171-0014 東京都豊島区池袋2-23-16 アガイビル
フリーダイヤル 0120-862-886
TEL.03-5954-7577 FAX.03-5954-7578
www.swisswine-shop.com
飲酒は20歳になってから。未成年者への酒類販売はいたしません。

2102

