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Sánchez Romate 
サンチェス・ロマテ 
 Jerez, Spain 

#sherry #brandy #gin #rum #whisky #wine 

1781 年創業の⻑い歴史と伝統を持つ⽼舗メーカー。1887 年に初めてブランデー熟成のためにソレラを組んで以来、⾼品質の
シェリーやブランデーを⽣み続けています。ボデガはヘレス･デ・ラ・フロンテラ市内中央にあり、同じく有名ボデガであるサンデマン社の
隣に位置しています。 

 

 

 

 

■ Sherry 
伝統的製法でゆっくりと時間をかけて熟成された⾼品質シェリー 
●レゼルバ･スペシアル･ド･ロマテ (750ml) 品種 熟成  標準価格 

 

❶ フィノ マリスメノ 15% パロミノ 4Y イースト⾹・少しの苦みとナッティな味わい ¥2,990 

❷ アモンティリャード NPU 19% パロミノ 30Y 強い味わい・酸味が⼼地よいヘーゼルナッツ ¥3,650 

❸ パロ･コルタード レヘンテ 20% パロミノ 15Y カラメル/バニラのニュアンス・⾟⼝でストレート ¥4,450 

❹ オロロソ ドンホセ 18% パロミノ 18Y 粘り気あり・クルミの⾵味・やや⽢くも感じられる ¥3,650 

❺ クリーム イベリア 18% パロミノ, PX 8Y ⽢⼝・滑らかな⼝当たり ¥3,650 

❻ ペドロヒメネス デュケーサ 17% PX 7Y 濃いマホガニー⾊・ドライフルーツ・カラメル・酸味あり ¥3,650 

❼ ペドロヒメネス カーディナルシスネロス 18% PX 15Y ドライフルーツ・コーヒー・カラメル・更に濃い味わい ¥4,860 

❽ モスカテル アンボシア 18% モスカテル 15Y フローラル・フルーティー・きめ細かい味わい・ややドライ ¥5,710 

●OLD & PLUS (500ml)  

 

❶ アモンティリャード 19% パロミノ 30Y 透明感強い琥珀⾊、強い味わい ¥10,020 

❷ オロロソ 20% パロミノ 30Y つやのある輝き、まろやか、スムースでフルボディ ¥10,020 

❹ ペドロヒメネス 16% PX 20Y スムースで滑らか、レーズンのニュアンス ¥10,020 

●フィノ・ペルディド 1/15 (750ml)  

 

Alc. 15％ 熟成: 7-8Y 限定品  

¥2,830 
＜⻑期熟成の味わい深いフィノシェリー＞ 

フィノは原産地ヘレスの Balbaina 地区内にて最⾼級のブドウが採れる区画（Jerez Superior ヘレス・スペリオール）から原料を厳選しています。
スタンダードな「マリスメノ」は 4 年熟成であるのに対して、「ペルディド」はマリスメノのクリアデラ 85 樽から 15 樽分を抜き取り、別のソレラに⼊れて更に
3 年ほど熟成させています。ノンフィルター。⻑期熟成により⾊は濃いめです。 

●アモンティリャード オルヴィダト 1/5 (375ml) ●パロ・コルダード エスコンディド 1/12 (375ml) 

 

Alc. 20% 熟成:25Y+ 
標準価格: 

¥4,200 

 

Alc. 20.5％ 熟成: 20Y+ 
標準価格: 

¥4,200 

20 年以上場所を替えずに熟成されていたアモンティリャードのセレクション 
1,000L ⼤樽を使い、⼿作業による瓶詰めの限定品 
シャープなヘーゼルナッツの⾹り、軽くトーストしたオークのノート、ドライ 

20 年以上場所を替えずに熟成されていたパロ・コルダードのセレクション 
1,000L ⼤樽を使い、⼿作業による瓶詰めの限定品 
クルミの刺激的な⾹りとワニス・キャラメルのニュアンス、丸みある塩味・苦み、
⻑い余韻 



 
Last Updated on 2022.09 

※価格は全て税抜表⽰、標準価格はあくまで参考価格です。また、価格・年号・ラベルデザイン等は変更する場合がございます。その他在庫情報含め、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。 
Wine & Spirits | BONILI JAPAN Co., Ltd. | ボニリジャパン株式会社 | 〒662-0047 兵庫県⻄宮市寿町 4-32 | TEL. 0798-39-1700 | FAX. 0798-39-1705 2 

 

 

 

  

■ Hard Liquor 
世界的に有名なブランデー「カーデナルメンドーサ」を筆頭に、ソレラに関する知⾒・ノウハウを⽤いて、 
ラムやウイスキーを再熟成するというユニークな商品を世に送り出しています。 

Brandy 
●カーデナルメンドーサ クラシコ ソレラ グランレゼルバ (700ml) 

 

Alc. 40％ 熟成: 15Y   

標準価格: 

¥7,780 最初の 2 年は 250L 新樽にて 2 年間屋外にて熟成、オロロソとペドロヒメネスの樽を使ったソレラが組まれる 
まろやかでクリーン、レーズン・プラムを感じ、深みあり 

●カーデナルメンドーサ カルタレアル ソレラ グランレゼルバ (700ml) 

 

Alc. 40％ 熟成: 平均 30Y   

標準価格: 

¥13,640 更なる熟成を⾏い、クリーミーでまろやか、エレガントで⾃然の⽢みを感じる 

●ウノ･エン･ミル ソレラ ブランデー (700ml)  

 

Alc. 40％ 熟成: 12Y   

標準価格: 

¥7,220 残糖量はほぼゼロで、カーディナル メンドーサより⾟⼝な仕上がり、熟成 12 年 

Gin, Whisky & Rum 
●アブダクティッド ウイスキー (700ml) ●フィフティポンド ジン (700ml) – テムズ蒸留所 

 

Alc. 40% 熟成: 7〜8Y 
標準価格: 

¥7,130 

 

Alc. 43.5％  
標準価格: 

¥4,700 

スコットランドから買い付けた原酒を、アモンティリャード・オロロソ・ペドロヒメネ
スの樽に詰め替え、シェリー独⾃のソレラシステムでさらに 7 年間熟成 

2020 年にファーストリリース、今後平均熟成年数は⻑くなる予定 

ロンドン テムズ蒸留所のジン 
ジュニパーベリーとコリアンダーの⾹り、シトラス⾵味で滑らか 

フレッシュかつすっきりとした余韻が⻑く続きます 

●ハーバーズ ジン (700ml) – テムズ蒸留所 ●マナカス ラム エキストラアネホ (700ml) 

 

Alc. 40%  
標準価格: 

¥3,300 

 

Alc. 38％  
標準価格: 

¥3,650 

ロンドン テムズ蒸留所のジン。 
⾊合いは透明。クロアチアのジュニパベリー、モロッコのコリアンダー、スペイン
のタイムとフランスのアンジェリカの根がメインの⾵味へ繋がっており、滑らかで
複雑さを感じる。強い柑橘系のレモン・オレンジピールといった味わいはなく、 
お好みで味を付けて楽しめる 

ジャマイカ及びパナマから取り寄せた 2 年熟成のラムを、アモンティリャードと 
オロロソで使⽤されていた樽に⼊れ、ソレラ熟成を⾏ったユニークなラム 
明るい琥珀⾊で、アモンティリャードのニュアンスあり、バニラ・ココア・プラム 
トフィー等の味わい、⻑い余韻 

■ Wine 
●モモ ブランコ ●モモ ティント 

 

⽩・⾟⼝ 2021 
標準価格: 

¥1,750 

 

⾚・フルボディ 2018 
標準価格: 

¥3,270 

D.O. Rueda ルエダ（産地: Nava del Ray） 
品種:ベルデホ 80% ビウラ 20% 

350HL ステンレスタンクで発酵後、6 ヶ⽉間貯蔵 
薄⻩⾊にヴェルデホの緑が混ざった⾊合い 
アップル・トロピカルなフレーバー主体 

D.O. Ribera del Duero リベラ・デル・デュエロ 
（産地: Paroma de Pesquera & Laderas de Valderramiro） 

品種: ティンタ・デル・パイス（テンプラニーリョ）85%  
カベルネ・ソーヴィニヨン 12% メルロ 3% 
レッドチェリーの⾊合い、ベリー系の⾹り、熟成に使われるフレンチオーク新樽
とアメリカンオークのアクセントもあり、硬い味わいも⾃然と開花していく 


