
ここはコトづくりのワイナリー。

小さなワイナリーですが、ぶどうの除梗破砕から

搾汁、澱引き、濾過、瓶詰め、ラベル貼り、まで、

大きなワイナリーと同じく、醸造に関わるすべての

作業をここで行っています。

ぶどう産地にあるワイナリーとちょっと違うのは、一年中、

様々な地域のぶどうからワインを造っていること。

秋には長野や山梨までぶどうの収穫に出かけ日本ワインを、

春にはニュージーランドやオーストラリアなど南半球から

届いたぶどうからワインを造ります。

そして、小さいからこそ、毎日ワインの状態をチェックし、丁寧な醸
造ができます。

様々な産地や品種のぶどうから、それぞれの特徴を生かした個性豊か
なワインを造っています。



醸造設備はコンパクト ほぼ全ての工程が手作業です

瓶詰め機

濾過器

アルゴンガス

コルク打栓機

搾汁機

除梗破砕機

開放タンク

ステンレスタンク



ワインの原料となるブドウは
日本国内各地や南半球の産地からも届きます

オーストラリアやニュージーランド

からは凍結破砕果の状態で輸入

長野メルロー

山梨甲州



各地から届いたぶどうは
渋谷でワインへと生まれ変わります

発酵途中のワイン

開放タンクでの発酵

ステンレスタンクでの発酵

除梗と破砕



醸し発酵 搾汁 澱引き 濾過

タンクに残った澱

バスケットプレス機による搾汁醸し発酵中の攪拌

品質検査 濾過



渋谷醸造ワインのできあがり

オリジナルワイン

BOXワイン

量り売りワイン
ボトルワイン



樽詰めタップワイン
（10Lステンレス樽）

ビールサーバーからサーブできます

 グラスやカラフェでサービス簡単

 ボトルワインよりも低い原価率

 出来立てドラフトワインで差別化



クラフトワイナリーだからできること

ワインの卸売り
オリジナルラベルワインの制作

例：プロバスケットボールチームとのコラボワイン
https://www.hitachi-

sunrockers.co.jp/news/detail/id=15102

オリジナルワインの制作

例：ホテルオリジナルワイン
https://ignite.jp/2019/02/151938/

 記念ボトルの制作（オープン記念、1周年 etc）

 部屋飲みに適した360㎎バッグインボックスワイン

 樽出しドラフトワイン（イベントやパーティーに）

 コラボイベントの企画（ワイン会など）

 収穫体験ツアーの企画

その他ご要望に応じ対応致します

https://www.hitachi-sunrockers.co.jp/news/detail/id=15102
https://www.hitachi-sunrockers.co.jp/news/detail/id=15102
https://ignite.jp/2019/02/151938/


ワインの卸売販売

 現在販売可能なワインは上表の通りです（在庫数僅か

な商品もございます）

 送料：12本以上のご注文は送料無料（バラ混載可）

12本未満は送料1,200円にて承ります。

 納期：おおむねご注文日から中2日以内で発送致します。

※ 初回のお取引は代金引換郵便もしくは支払い完了後

の発送となります。

参考：今後のリリース（醸造）予定
産地 品種 スタイル 備考

ソーヴィニヨンブラン 白 仕込み中
ピノノワール ロゼ、赤 仕込み中
リースリング 白
シャルドネ 白
シャルドネ＆リースリング スパークリング
カベルネ＆メルロー 赤 

山形県 日本 デラウェア オレンジ、白
山梨県 日本 甲州 オレンジ、白
長野県 日本 マスカットベイリーA　　 赤

ニュージーランド

オーストラリア
2022年3月
収穫

変更の可能性
あり

商品名 S001 M006 C007 R008 C009 S012 SUN （◎1） C009 BIB S010 BIB

品種 ソーヴィニヨンブラン メルロー カベルネソーヴィニヨン リースリング シャルドネ サンジョベーゼ 甲州 シャルドネ シラーズ

ぶどう産地
ニュージーランド

ホークスベイ
長野県松本市 長野県安曇野市

南オーストラリア
リバーランド

南オーストラリア
リバーランド

長野県須坂市 山梨県甲州市
南オーストラリア

リバーランド
南オーストラリア

リバーランド

収穫年 2019 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021

色タイプ 白 赤 赤 白 白 ロゼ オレンジ 白 赤

味香りタイプ フルーティー 辛口 ミディアム 無濾過 ミディアム 無濾過 フルーティー 辛口 厚みのある 辛口 フルーティー 辛口 すっきり 辛口 厚みのある 辛口 ミディアム 無濾過

Alc度数 12% 11% 11% 12% 14% 11% 10% 14% 13%

容量 750ml ボトル 750ml ボトル 750ml ボトル 750ml ボトル 750ml ボトル 750ml ボトル 750ml ボトル 360ml バッグインボックス 360ml バッグインボックス

エチケット

在庫数
（2022年4月現在） 80本 100本 160本 200本 220本 50本 30本 150箱 150箱

参考上代（税抜） ¥3,000 ¥3,000 ¥3,000 ¥2,400 ¥2,400 ¥3,000 ¥3,600 ¥1,500 ¥1,500

◎1：商品名「SUN」渋谷のプロバスケットボールチーム「サンロッカーズ渋谷」との数量限定コラボ商品です。

※ ラベルデザインの変更が可能です　　　



コラボワインの制作

例：プロバスケットボールチーム
「サンロッカーズ渋谷」との限定コラボワイン

https://www.hitachi-
sunrockers.co.jp/news/detail/id=15102

原料ぶどうの選定からご要望を頂き共同で企画

販売は弊社通販サイトと直営店舗のみの限定商品

オリジナルワインの制作

例：ホテルオリジナルワイン
https://ignite.jp/2019/02/151938/

ぶどうの収穫から瓶詰めラベル貼りまで、全ての作業

工程にホテルスタッフが関わって造られた商品です

必要本数などご要望に応じ提案させて頂きます

企画から醸造まで制作に関わることも可能です  記念ボトルの制作（オープン記念、1周年 etc）

 360㎎バッグインボックスワイン（お土産に）

 樽出しドラフトワイン（イベントやパーティーに）

 オリジナルラベルワイン … ラベル制作費 1本500円から承

ります/60本以上はラベル制作費無料）

その他ご要望に応じ対応致します

お気軽にご相談下さい

オリジナル商品の開発

https://www.hitachi-sunrockers.co.jp/news/detail/id=15102
https://www.hitachi-sunrockers.co.jp/news/detail/id=15102
https://ignite.jp/2019/02/151938/
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