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ワイン12本もしくは2万円以上お買い上げの場合
（お届け先1箇所につき）

送料無料
クール代は別途頂戴いたします

限定

3各 本

限定

2本

限定アイテム！

パリから上流階級のバカンス客を運んだ、オリエント急行の終着
駅イスタンブールに90年を超える歴史を刻んできたエリート・チ
コラータ(トルコ語でチョコレート）より贈り物にぴったりの華や
かなチョコレートが届きました。

持ち手の葉や茎の部分
は食べられませんが、
お花の部分がチョコ
レートでできています。
大切な方への贈り物に
花を添えてみてはいか
がでしょうか？

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

エリート ローズチョコレートエリート ローズチョコレート

トルコ304100226

贈り物に花を添えて…

BIRDY.
デキャンタ DC700
BIRDY.
デキャンタ DC700

402003385

高度な研磨技術によって生まれる
驚きのデキャンタージュ

愛知県に創業した横山興業㈱から生まれたお酒業界大注目のブ
ランド「BIRDY.」。
独自の研磨技術により、内側表面には0,1ミクロンレベルの凹凸
が施され、ガラス製よ
りも液体に程良い気泡
を含ませてくれます。
１～２杯分のワインを
手軽にデキャンター
ジュするのに最適！
その美味しい変化に気
分も盛り上がります。
他、ウィスキー、シェ
リー、日本酒などの味
わいをまろやかにしま
す。

20g 500 円（税抜）

16,800 円（税抜）

トスカーナ州のグレーヴェ・イン・キアンティ地区に1974年設立。こちらのカマルティー
ナのファースト・ヴィンテージは1981年。出来の良かったヴィンテージのみ造られる、カ
ベルネ・ソーヴィニヨンとサンジョヴェーゼをブレンドしたスーパートスカーナです。
1988年よりオーガニック栽培を実践、さらにこの1999年の次の2000年ヴィンテージ
よりビオディナミ農法を開始しています。ベリー系の熟れた果実の香りにタールやリコリ
スが感じられる複雑な香り。果たして20年の熟成を経てどのように熟成しているの
か・・・！（ブドウ品種：カベルネ・ソーヴィニヨン/サンジョヴェーゼ）

あのドン・ペリニョンから毎年人気の高いリミテッド・エディション。昨年から販売して
きましたが、残りもあとわずか…。今年はあの"Are You Gonna GO My Way"が
知られているレニー･クラヴィッツとのコラボレーション！しかも歴史に残るであろう
ヴィンテージ2008年！美しく力強い"盾"をイメージしたエチケットと、重厚なボックス
はドン・ペリニョンの味わいを象徴しているかのような重厚さとエレガンス…。
セラーに寝かせても美味しい1本。

Vol.902020

18,000 円（税抜）

26,500 円（税抜）

～2020年ネコの日は宮城県のアルフィオーレさんのネコシ
リーズを飲もう～２日間にわたり、全14種類のネコシリーズ
を試飲できる会を企画します！
詳細はFacebookページ、HP有料試飲情報にあげていきま
すので、チェックお願い致します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

フランス/泡白109300558

今年はあのスターと！ 残り僅か！ 毎年人気のリミテッド・エディション！

    

クエルチャベッラ カマルティーナ
トスカーナ I.G.T. 1999
クエルチャベッラ カマルティーナ
トスカーナ I.G.T. 1999

イタリア/赤109300817

クエルチャベッラ最高峰
『カマルティーナ』が20年熟成したら･･･！

    

①サンタ・リタ・ヒルズの一番海に近い西の端、標高約250mの丘の上の自社畑。
近年、トレンドとなった「NEW CALIFORNIA」の中でとても注目を集める生産
者。植樹された日が「ブルームス・デイ6月16日」だったため、命名した3haの
畑。100％全房発酵、16か月熟成(新樽45%)なめらかな味わいと、土壌の個性
が主張している。

②大学教授のようないでたち、圧倒的な知識量で全世界から注目される醸造家
である「サシ・ムーアマン」が手掛けるプレミアムワインです。自社畑の中で最小
の区画から生まれるピノ・ノワールは、ポンピング・オーバーをメインに行い14ヶ
月樽熟成（新樽45％）！ ポテンシャルを発揮するには、6～8年寝かせても美味し
い逸品です。

①ドメーヌ・ド・ラ・コート ブルームス・フィールド ピノ・ノワール SRH 2017
②ドメーヌ・ド・ラ・コート ラ・コート ピノ・ノワール SRH 2017
①ドメーヌ・ド・ラ・コート ブルームス・フィールド ピノ・ノワール SRH 2017
②ドメーヌ・ド・ラ・コート ラ・コート ピノ・ノワール SRH 2017

アメリカ/赤①109300936 ②109300937

①海から僅か10キロに位置する冷涼畑の極上のピノ・ノワール！
②僅か3haの畑から作られる極上のピノ・ノワール！

    

ネコシリーズ
2017、2018の
飲み比べ試飲会
開催予定！

バレンタインデー&ホワイトデー
大切なあの人と特別な時間を！

2/21（金）17:30～、2/22（土）13:00～

ドン・ペリニョン レニー・クラヴィッツ モデル 2008ドン・ペリニョン レニー・クラヴィッツ モデル 2008

①11,000 円（税抜） ②15,000 円（税抜）
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noriko.nakamura
取り消し線



数量限定 数量限定

季節限定商品

当店初入荷！

輝きのあるレンガ色を帯びたルビーレッド。スパイシーでかすかにな
めし皮の要素が感じられるアロマ。味わいは非常にやわらかく、エレ
ガントです。複雑で持続性のある長い余韻が心地よく感じられます。
当店でも非常に人気が高かった1つ前の1999年ヴィンテージより
も果実感が濃くモダンな印象。この熟成したバルバレスコは、サロッ
ト家で大切に熟成させた秘蔵のバルバレスコ。何年もの間、ワイナ
リー内で、この古いワインの存在は忘れ去られていましたが、近年、
古い醸造日記と一緒に発見されました。これほどまでに長い期間の
熟成を経て、驚きの品質に到達したにも関わらずこの価格でリリー
スするとは！！（ブドウ品種：ネッビオーロ100％）

ロベルト・サロット バルバレスコ 
D.O.C.G. リセルヴァ 2000

バルバレスコが熟成すると…！？
記念すべきミレニアム・ヴィンテージ！
バルバレスコが熟成すると…！？
記念すべきミレニアム・ヴィンテージ！

109300574 イタリア/赤

5,800 円（税抜）

2,600 円（税抜）

①23,000 円（税抜） ②25,000 円（税抜）

毎年大人気のグラッパ入りのチョコレートがイタリア
より到着しました。心待ちにされている方も多かった
のではないでしょうか。イタリアのピエモンテ州にあ
るシボーナ蒸留所が作るグラッパチョコレートは一
粒食べるとたちまち虜になってしまいます。上品な甘
みのチョコレートに樽の香り漂うグラッパをたっぷり
詰めて…伝統の手法で一粒づつ職人の手作業で作
られています。贈り物やご自分用にも、この季節限定
の特別なチョコレートをお見逃しなく！

サン・テステフにあるメドック公式格付第3級の花形シャトー。当時、所
有者のセギュール候は1級シャトーのラトゥールやラフィットを始めとす
る、数多くのシャトーを所有していた人物。その侯爵が「われラフィット
を造りしが、わが心にカロンあり」といった言葉はあまりにも有名。この
逸話から後にエチケットがハートのマークになったと言われています。
①1998ヴィンテージは土っぽいニュアンス、トリュフやハーブなどが
混じり合い複雑さがたっぷり。程々にタニックで、古典的なスタイル。
②2005ヴィンテージは2000年と同等、いやそれ以上の高評価。むこ
う15-20年は熟成可能。

シャトー・カロン・セギュール
①1998 ②2005

想いを伝えるには最高のワイン！
カロンの貴重なバックヴィンテージ！
想いを伝えるには最高のワイン！
カロンの貴重なバックヴィンテージ！

①109300239 ②109300240 フランス/赤

7,800 円（税抜）

2,900 円（税抜）5,000 円（税抜）

1811年創業以来、有名レストランや、外資系ホテルなど多くの美
食家たちを唸らせてきた名門ペリエ・ジュエ。最近新しいボトルに
なり、一躍話題に。1950年台のボトルをモチーフにし、スレン
ダーなボトルネックが印象的。味わいは安定感抜群。しっかりとし
た肉厚な風と複雑味が口一杯に広がる。中華や甲殻類のとの相
性は皆様も飲食店でお試しになられた事があるのでは？大切な
方へのギフトにも◎

ペリエ・ジュエ グラン・ブリュットＮ・Ｖ
話題の新ボトル！洗練された味わいで
さらに優雅にテーブルを演出します♪
話題の新ボトル！洗練された味わいで
さらに優雅にテーブルを演出します♪

109101027 フランス/泡白

アメリカのワイン愛好家の間で話題になっている天才女性醸造家サマンサ・
シーン。普段はPOEというワイナリーでナチュラルなシャルドネやピノ・ノワー
ルを造りますが、「サマンサのカベルネ・ソーヴィニョンが飲みたい」という顧客
の要望からこのワインを造りました。造りは極めてナチュラル、余計な添加物
は一切入っていなく、信頼する栽培家から高品質なブドウを仕入れています。
特有の凝縮感は持ちつつも、非常に繊細な仕上がりに新潮流を感じ、一日で
飲み干してしまいます。

ウルトラヴァイオレット 
カベルネ・ソーヴィニヨン 2017

大注目の生産者！カベルネ・ソーヴィニョンの想像を超える新鮮さ！大注目の生産者！カベルネ・ソーヴィニョンの想像を超える新鮮さ！
109300849 アメリカ/赤

世界一有名なシャンパンメーカー『モエ・エ・シャンドン』がオーストラリアで造る
スパークリング。シャンパンと同じ製法で作られるオーストラリアを代表するワ
インです。洋梨やネクタリンのいきいきとした新鮮な果実のブーケが、ロースト
したナッツやスパイスの繊細な個性と重なります。シャルドネとピノ・ノワールの
美しいブレンドによるフレッシュシトラスの様なピュアな果実味が爽快です。毎
年、当店でも大人気のシャンドンスペシャルボトル。泡の輝きをイメージしたシ
ルバーとゴールドのデザインが食卓を彩ります。

シャンドン ブリュット EOY スパークル 
N.V.（2019）

世界中で愛飲されているプレミアムスパークリング！
バレンタインギフトにも嬉しいスペシャルボトルです！
世界中で愛飲されているプレミアムスパークリング！
バレンタインギフトにも嬉しいスペシャルボトルです！

109300534 オーストラリア/泡白

世界に誇る品質を追求するプレミアムワイン、それが『グランポ
レール』。数量限定！ワイン用ブドウ栽培に適した気候、土壌を求
めてたどりついたブドウ園、それが安曇野池田ヴィンヤード。こち
らはシラーの特徴である黒胡椒のようなスパイシーな香りに加え
ベリー系のニュアンス。果実感とタンニンの重さもありバランス
の良い仕上がりになっており、濃厚で凝縮感がありながら滑らか
なタンニンを合わせ持つ日本のシラーのトップとも言える魅力的
なワイン！

グランポレール 安曇野池田
ヴィンヤード シラー 2014

グランポレールがついに人気漫画『神の雫』に登場！グランポレールがついに人気漫画『神の雫』に登場！
109205281 日本/赤

各1,000 円（税抜） 各3,000 円（税抜）

4,800 円（税抜） 900 円（税抜）

304004793

シボーナ ゴッチェ・ディ・グラッパ
この時期限定の大人のためのチョコレートです。この時期限定の大人のためのチョコレートです。

“文化的なネコ”をタイトルに､広がるおめかしし
た猫達の世界。猫好きのデザイナーが厳選した
５品種の猫たち…様々な表情が描かれているの
でネコ好きなら共感できる一面がきっとあるは
ず…！ホワイトにはサファイア色、ブラックにはク
リア色のクリスタルがそれぞれ２個ずつ付いてま
す。1脚ずつ簡易な紙箱入り。
Φ84x87x350mℓ、ソーダガラス､
スワロフスキークリスタル使用

カルチャルキャット タンブラー

①ブラック407001794 ②ホワイト407001795 スロバキア

ネコ好きにはたまらないデザイン！キラッと光る
スワロフスキーもポイントです。
ネコ好きにはたまらないデザイン！キラッと光る
スワロフスキーもポイントです。

女性へのプレゼント一番人気のデザイナーズグラス！18世紀
よりガラス製品を作るドイツを代表するグラスメーカーのデザ
インコレクションです。毎年発表される新しいデザイン。当店
にこちらのNEWモデルが登場しました。品のあるゴールドを
主としたグラスは美しい泡立ちに寄り添い楽しい時間を演出
します。シャンパーニュやスパークリングワインと一緒にギフト
もおすすめです。
容量170mℓ／布ナフキン付

リッツェンホフ シャンパスシリーズ

①402003222 ②403003222 ドイツ

立ち昇る黄金色の泡がお楽しみ頂ける
シャンパングラスです。
立ち昇る黄金色の泡がお楽しみ頂ける
シャンパングラスです。

イタリア

今年は例年より少しだけ早く桜チーズが入荷いたします。
桜の葉でチーズに香りをつけ、塩漬けの桜の花びらをトッ
ピング♪なんとも可愛らしいビジュアルに仕上がります。
口に含むと桜の香りがふんわりと広がり、口溶け滑らかな
やさしい味わいなので、老若男女たくさんの方に愛されて
る、世界のチーズコンクールでもなんども受賞されてる日
本を代表するチーズです。さくらは酵母菌を使いチーズを熟成させていきますので、シャン
パーニュや自然派のワインと相性抜群なんです！バレンタインの贈り物にワインと一緒にい
かがでしょうか？

304005187

共働学舎 桜チーズ
春よ来い♪まだまだ肌寒いですが、
一足先に春を味わってみませんか？♪
春よ来い♪まだまだ肌寒いですが、
一足先に春を味わってみませんか？♪

日本 冷蔵品

2

季節商品のご案内♪季節商品のご案内♪



750mℓ 1,690 円（税抜）

数量限定 数量限定

20%OFF

限定24本！

キアンティ・クラッシコの中でも
頂点のグラン・セレツィオーネがこの価格！
キアンティ・クラッシコの中でも
頂点のグラン・セレツィオーネがこの価格！

現在のキアンティ・クラッシコのエリアは1716年にトスカーナ大公コ
ジモ3世がキアンティの原産地呼称として指定したエリアとほぼ一
致。キアンティの中でも、まさに歴史のある中心地がこのクラッシコ
地区。さらにその中でも、厳しい基準とテイスティングによる審査に
合格したキアンティ・クラッシコだけに与えられる最高の格付けがグ
ラン・セレツィオーネです。アルコール度数は13％以上で30ヶ月の熟
成（うち3ヶ月の瓶内熟成）が義務付けられています。スミレや野生の
ベリーを思わせるエレガントな風味が魅力です。（ブドウ品種：サン
ジョヴェーゼ90％/メルロー5％/シラー5％）

109200845

ポッジョ・アイ・マンドルリ キアンティ・クラシコ
D.O.C.G. グラン・セレツィオーネ 2012

イタリア/赤

通常価格 3,600 円 →2,880 円（税抜）

チーズラヴァー必須アイテムのチーズナイフ３本セットが新入荷！チーズラヴァー必須アイテムのチーズナイフ３本セットが新入荷！

カマンベールからセミハード系までオール
マイティーに使えるナイフとパルミジャー
ノなどハード系チーズを砕いたりカットす
るのに最適な刃が厚めのタイプ、それに加
えて薄くスライスするスライサーの3本が
入ったチーズナイフセットが新しく入荷し
ました！この3本があればさまざまなチーズ
が楽しめます、お部屋でチーズパーティー
もいいですね。ナイフのイラストが描かれ
たかわいいBOX入りです♪

チーズナイフ３本セット

①通常価格 10,000 円 →9,500円（税抜）②19,000 円 →18,500 円（税抜）

4脚ｾｯﾄで10%OFF

通常価格 4,800 円 →4,320 円（税抜）

ドイツ①ホワイト402003340 ②シャンパン402003474

名門シユピゲラウ高品質ワイングラスが4脚箱入りでお買い得です名門シユピゲラウ高品質ワイングラスが4脚箱入りでお買い得です

1521年にドイツで生まれた名門シュピゲラウ。1
万回の洗浄テストにおいても傷一つつかずマーキ
ング、輝きの薄れ、曇り変色も一切無し、水に含ま
れる化学物質の残留もゼロという化学的な証明
が並外れた品質を物語ります。強度がありながら
永く美しい輝きを放つグラス、さらに鉛を含まない
為、軽量である事も魅力です。収納にも便利な４脚
箱入りセットがお得ですのでお見逃しなく！

SPIEGELAU サルーテワイングラス各種

※1脚（税抜1,200円）でのご購入も可能です

日本人醸造家 篠原麗雄氏が造るクロ・レオの
最新ヴィンテージが入荷！
日本人醸造家 篠原麗雄氏が造るクロ・レオの
最新ヴィンテージが入荷！

シャトー・ヴァランドローのテュヌヴァン社で働いていた日本人、篠原麗雄氏
が2002年にコート・ド・カスティヨンのわずか0.82ヘクタールの畑を購入し
て造り始めたガレージワイン。畑では除草剤や化学肥料は使わず、人間の
手で行える仕事は全て手作業で行い、なるべく自然な状態でブドウ育てる
環境を目指しています。①メルローの甘さにカベルネ・フランの酸味と渋み
がアクセントとなりバランスの良い味わい。②は優良年のみリリースされる
スペシャルなキュヴェ。生産本数はわずか480本。どちらも味はかなり濃い
のでお肉と一緒に飲むのがベスト。ライオンになった気分でお肉にかぶりつ
いてください！

①109300824 ②109300826

①クロ・レオ 2016
②クロ・レオ キュヴェ S 2016

フランス/赤

通常価格 3,800 円 →2,850 円（税抜）

数量限定
あのドゥラモットのハーフサイズが驚きの価格！
二人で飲むにはピッタリです！
あのドゥラモットのハーフサイズが驚きの価格！
二人で飲むにはピッタリです！

限定24本！あの大人気シャンパーニュ“サロン”の姉妹メゾンとして名
を馳せている“ドゥラモット”のハーフサイズがなんと2,000円台でご
購入可能！実は年末のセール商品をキープして、ぜひ大切な人と過ご
すことが多い2月までストックしていました！味わいは優雅な香りと上
品な酸味がとても親しみやすく、ハーフサイズでも満足度が高い1
本。本数限定の特別価格となっていますので、まだ試されていない方
にお召し上がり頂きたい大手メゾンの一つです！

109300835

ドゥラモット ブリュット N.V ハーフサイズ

フランス/泡白

ナパのエレガント系カベルネ！旧世界好きの方にお勧めナパのエレガント系カベルネ！旧世界好きの方にお勧め

オーナーであるラリー・バンプの祖先は1621年にフォーチュン号に乗って、アメ
リカに移住したのですが、その栄誉ある帆船の名前を冒険心と幸福を呼び込む
象徴として命名。2002年にナパの南にある冷涼なオーク・ノール西側に自社畑
を取得。このキュヴェは、ラリーの仲間のブドウ栽培農家からのブドウとのブレン
ドで、黒系の果実とブルーベーリー、カシス、プラムのニュアンスがあります。カリ
フォルニアらしい果実味がありますが、バランスも良いカベルネです。仏樽90％
（新樽25％）米樽10％（新樽100％）18ヶ月熟成。

109208839

フォーチュン 1621 カベルネソーヴィニヨン 
ナパ・ヴァレー 2016

アメリカ/赤

通常価格 3,500 円 →2,800 円（税抜）

通常価格 3,980 円 →3,700 円（税抜） 通常価格 7,000 円 →6,000 円（税抜）

通常価格 4,900 円 →4,500 円（税抜）

通常価格 380 円 →348 円（税抜）

手作りの無添加ベークドチーズケーキが
今だけお試し価格でご案内できます！
手作りの無添加ベークドチーズケーキが
今だけお試し価格でご案内できます！

「食べる人のことを大切に想ったお菓子で。皆さんに幸せをお届けしたい。そのな気持ちを込めなが
ら一つ一つ丁寧に手作りしています」という作り手様のキャッチフレーズに惹かれ、食べてみたら、と
ても濃厚で、くちどけ滑らかな、でも後味さっぱり。少量で満足できる大変すばらしいチーズケーキで
したので、当店でもお取り扱いすることにいたしました。長崎県南島原市で小さな工房で作っていら
れるWISSHさんは東京で販売することが初めてということで、まずは、たくさんの方に食べて頂きた
いという思いからお試し価格で販売いたします。数種類のお味がありますが、毎回相談しながら、入
荷しておりますので、お味は店頭に並んでいるものから選んでいただけますよう、ご了承ください。

Ｈａｎｄ Ｍａｄｅ Ｃａｋｅ WISSH 
ベークドチーズケーキ

304010037 日本

入手困難な大人気『三浦酒造』の
エレガントな純米大吟醸！
入手困難な大人気『三浦酒造』の
エレガントな純米大吟醸！

青森県弘前市に蔵を構える超人気銘柄「豊盃」の2018年か
ら新発売の純米大吟醸。ラベルと化粧箱は津軽の伝統的な
刺し子技法「こぎん刺し」をイメージし高級感のあるデザイ
ンに仕上げました。お米は兵庫県西脇グリーンクラブの皆
様が、豊盃のために特別栽培した山田錦を使用して、丹精
込めて仕込んだ純米大吟醸です。今年のお酒は香りが良
く、飲み口がやさしいお酒です。

豊盃 純米大吟醸

143000066 日本酒

14年熟成のスーパープレミアムチリ！
今、開けて美味しい熟成ワインが数量限定特別価格です！
14年熟成のスーパープレミアムチリ！
今、開けて美味しい熟成ワインが数量限定特別価格です！

2,000ヘクタール以上の自社ぶどう畑を所有し、レセルバ以上のワインは全て自
社ぶどうのみを使用した製造を行っているチリ最大規模ワイナリーの１つ。「枯れた
葡萄」を蘇らせたという奇跡の逸話をもつキリスト教の聖者「サンタ・リタ」という女
性の名前がワイナリー名になっています。トリプルCは、ぶどうの品質が良い年のみ
仕込まれる限定品。エレガントでありながらしっかりとした味わい、長い余韻を楽し
む事が出来、羊肉のローストなどにとても良く合います。素晴らしい熟成を魅せる
チリのプレミアムワイン、多くの皆様に味わって頂きたいので今回限りの特別価格
です。ぜひお試しください。

サンタ・リタ トリプルC 2006

100101006 チリ/赤

※店頭にもう1種類並んでいるHand Made WISSHプレミアム 
　448円にはお試し価格はございませんのでご了承ください。

407000915 日本

冷凍品

皆さんお待たせしました！ポール・ジロー２０１９待望の入荷です！皆さんお待たせしました！ポール・ジロー２０１９待望の入荷です！

良いブドウができた年だけに作られることから、「幻のぶどうジュース」と呼
ばれるポール・ジロー ジュ・ド・レザン・ガゼイフィエ スパークリングジュース
が待望の入荷です！！毎年多くのお問合せをいただき、やっと今年も入荷を
することができました。ポールジローのスパークリング・グレープジュース
は、ポールジロー氏がコニャックを造るのに使用するユニブランを、そのま
ま搾って無添加のスパークリングジュースに仕上げている、年に一度の限
定品です。まさしくポールジロー・コニャックの原点であり、飲んだ方だけが
実感できるコニャックのルーツと言うことができます。2019年のぶどうの
生育は花の開花は多少遅れたようですが、7月の時点ではとても良いコン
ディションであったと報告が届きました。今年のジュース、是非試してみてく
ださいね！！

ポール・ジロー ジュ・ド・レザン・ガゼイフィエ 2019

304006321 フランス/泡白
※冷凍品につき配送はでき
ません。店頭のみでの販売
とさせていただいております。

数量限定のお得な商品をご紹介！数量限定のお得な商品をご紹介！
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数量限定

特別価格！

イタリア/赤109300788 イタリア/オレンジ

プーリア州『グレコ』のナチュラル・オレンジワイン！
ヴァレンティーナ・パッサラクア
ヴィニ・エ・ルーチェ コジコメ グレコ プーリア I.G.P. 2018

109300786

4

優しさに満ちた『天使』のブルネッロ・ディ・モンタルチーノ！
パラディゾーネ・コッレ・デリ・アンジェリ
ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ D.O.C.G. 2012
モンタルチーノ村から北東へ約2km、“天使の丘”と呼ばれるなだらかな丘陵
地に位置する、総面積2haのブティックワイナリーです。小規模だからこそ、
できる限り自然の力を生かし、ボルドー液さえも使用せず真摯に畑に向き
合ってワイン造りをしています。森のベリー、黑胡椒、シナモンのニュアンス。
ブルネッロらしい高貴な印象はさすが。15hｌの木樽（スロヴェニアとフランチ
オーク）で40ヶ月熟成後、瓶熟成7ヶ月。

109300706 フランス/泡白

フランス/赤

フランス/赤

この価格体でこの味わい…！
蜜の風味が香るふくよかなシャンパーニュ！
プチジャン・ピエンヌ プチジャン・ピエンヌ 
ブラン・ド・ブラン ブリュット・ナチュール

109300530 フランス/赤

フランス/白

シャンボールのブドウ使用したブルゴーニュ・ルージュ！
スミレや花束を感じてください！
ジェラール セガン ブルゴーニュ・ルージュ 
キュヴェ・シャンタル 2017

フランス/白甘口109300100

今年のヴァレンタインには"白"の甘口！
ボルドーで作られるデイリー甘口ワイン！
シャトー・ドー・プラド ヴァン・ド・フランス 
モワルー 2018
そろそろ赤い甘口ワインとスイーツ、チョコレートの組み合わせに飽きている方、多いの
ではないでしょうか!?そんな方にはこの"白の甘口ワイン"がオススメ！セミヨンで醸されて
いるこのモワルーはパパイヤ、白桃、パッションフルーツがふわりと香り、様々なフルーツ
を思わせます。いい意味でサラサラとした1本なので、甘口特有の飲み疲れも少ないで
す。クレームブリュレや、黄桃、マンゴーを使ったタルトに合わ
せたい！スイーツ全般に合わせてみたい、懐の広い1本です。

109203487

まさかの再入荷！
名門のムルソー蔵出しのバックヴィンテージ…！
アルベール・グリヴォ 
ムルソー・クロ・デュ・ミュルジュ 2015
2年前に入荷し、多くのお客様とリピーターを得た超名門生産者“アルベール・
グリヴォ”が再入荷しました！様々なスタイルのムルソーがある中、抜群の安定
感があり、引き締まったミネラルや、程よい酸のバランスで"ただこってりしてる
ムルソー"ではない正統派と言えるでしょう。ナッツの風味もふわっと香り、まだ
まだセラーで寝かせたい1本でもあります。2015年と
いうグレートヴィンテージをぜひお見逃しなく！

ジュヴレ・シャンベルタンの一級畑の真ん前に蔵元があるのが最近PARTYで
人気が高まっているジェラール・セガン。このワインのブドウは何と"シャンボー
ル・ミュジニー"のブドウで作れています。実際に試飲してもスミレの香りや淡く
繊細な味わいは、まるで村名クラスのワインを飲んでいるかのような満足度を
与えてくれます。気兼ねなく頂ける希少なブルゴーニュ。
ぜひ1本、ストックしておきたいですね！

8,800 円（税抜）

109300489

まだまだあった！名手のバックヴィテージ！
ガメイ・ファンはぜひご注目ください！
ギィ・ブルトン モルゴン V.V. 2014
ボージョレ地区モルゴン村で四天王の一人に数えられるギィ・ブルトン。
PARTY人気の生産者です。多くのお客様をガメイ好きの名称である？"ガメ
ラー"に変身させてきた当店には欠かせない"同じ価格帯のピノ・ノワールを脅
かすガメイ"を生産するひとり。樹齢をなんと90年も超す樹齢のブドウを銘醸
地モルゴン村に所有。熟成用の旧樽はDRC社から譲ってもらった2、3年樽を
使用。ぜひワイン好きが集まる席におススメしたい1本。

109300836

ジュヴレ本拠地！知る人ぞ知る実力派生産者！
フレデリック・エスモナン ブルゴーニュ・ルージュ
レ・ジュヌヴリエール 2017
"ブルゴーニュは最近手が出ない…"という方におススメの2,000円台のブル
ゴーニュがこちら！以前までは大手ネゴシアンに桶売りしていましたが、1980
年台に蔵元で瓶詰めを開始した先駆者のひとり。もちろん特級畑も所有する
由緒ある老舗だ。味わいはクラシカルな印象があり、果実味が花々の香りと
共にストレートに感じれる1本。期待の17年ヴィンテージは今飲んでも美味。
多くのソムリエにも重宝されて
いる隠れた名手をぜひ！

フランス/赤109202410

この季節に南仏は本当に染み渡ります…。
あのレオン・バラルの飲み頃の1本！
ドメーヌ・レオン・バラル 
フォジェール・ジャディス 2014
寒さが一段と強感じる2月上旬。美味しい赤ワインで寒さをしのぎたくなります。
そんなときにおすすめなのが、高い人気を持つ"レオン・バラル"。この生産者の名
を上げるこキッカケとなったのが、ブラインド・テイスティングで5大シャトーに勝
利したこと。カリニャン、グルナッシュ、シラーのブレンドの妙と、フランスならでは
の上質なアルコール感と厚みのバランスは見事。6年熟成
され、さらに進化する南仏の銘醸酒をお見逃しなく！

太古からのミネラルたっぷりの土壌をもつイタリア有数の自然豊かな国立公
園内に位置するワイナリー。EUのオーガニック認証と、現在ではバイオダイ
ナミック農法を実践。醸造も、4日間ブドウの果皮とともに自然酵母で発酵、
一部はステンレスタンク、一部は大樽で熟成。清澄せず自然沈降、ノンフィル
ターで瓶詰。エキゾチックで力強い果実味と、トロピカルフルーツや、“梅”を
思わせる風味。ブドウ本来の酸もしっかりと感じられ
ます。リッチなナチュラル・オレンジワインです。 3,400 円（税抜）

4,700 円（税抜）

イタリア/赤

ヴェネトの伝統を進化させた上品な瞑想ワイン『アマローネ』！
109203452

1989年設立。ワイナリー名の由来は、父の名前と、ワイナリーの近くに祀られている昔の聖
人の名前から。1800年代に活躍した、ウンブリア出身のアントニオ聖人。サンフランチェスコ
聖人の弟子で、主にパドヴァを中心に活躍しました。家族を大切にしていた聖人で、片手に子
供時代のキリスト、片手に「純粋」を表す百合の花をもった彼の像がワイナリーのすぐ近くに
祭ってあります。プラムやカシスジャム、チョコレートや珈琲の香り。ふくよかな果実味。つや
やかで甘味としまりある酸のバランスがとれている。凝縮した印象ながら、上品なワイン。
オーク樽熟成24カ月（500L、新樽比率100%、フランス産） 5,700 円（税抜）

イタリア/泡白

完売間近！！シチリア産シャルドネ100％の極上スプマンテ！
タスカ・ダルメリータ　
アルメリータ・ブリュット シチリア D.O.C. 2015

109204916

シチリア最高の生産者の一人であり、日本ではほぼレストランでしか飲むことができな
い！？タスカ・ダルメリータが造るシャンパーニュ製法の泡！タスカ伯爵が自分の友人達にプ
レゼントするために造られたアルメリータ・ブリュットはシャルドネ100%のブラン・ド・ブラ
ン。泡は真珠の輝きのよう！南の島らしい熟した果実やパイナップルを想わせる香りがあ
り、味わいは豊かでクリームのような柔らかい心地よさ。骨格とバランスに優れた名品で
す。完売間近！無くなり次第終了で
す。（ブドウ品種：シャルドネ100％） 3,800 円（税抜）

4,600 円（税抜）

シャンパーニュ好きにはぜひお試し頂きたい、バイヤーおススメの1本がこの"プ
チジャン・ピエンヌ"。最上のシャルドネを生産するクラマン村のブドウを100％
使用したブラン・ド・ブラン。これが実にふくよかで、蜜の風味を感じさせる出来
栄え。ほんの僅かなドサージュがワインにふくよかさ、コクを与えているのがよく
わかる、洗練された味わい。5000円台のシャンパーニュ
は増えてきていますが、これは見逃せない1本！

7,500 円（税抜）

2,600 円（税抜）

お買い得シャンパーニュ！

ムルソーの名門！

シャンボールのブドウを使用！

飲み頃バックヴィンテージ！

白の甘口は初心者にもおススメ！

ガメラー必飲です♪

通常価格 6,800 円 →

イタリア/赤109004624

4年連続イタリアワイン1位！当店 『最強』！不動の人気を誇る熟成バローロ！
コーペラディヴァ・フラ・プロデュットーリ　
バローロ D.O.C.G. リセルヴァ･コルダーナ 2010
9年以上熟成している2010年ヴィンテージのバローロが、このコストパフォーマンスとは・・・！
当店で2016年から2019年の4年連続でイタリアワイン販売本数No.1を獲得！力強いだけ
のバローロとは一味違う熟成系です。ドライフラワーやスパイスなどの香りと、バランスのと
れた酸が全体を引き締めています。オーク樽で2年熟成後、最低3年の瓶熟成を経ています。
カンティーナ・テッレ・デル・バローロは共同組合で造られており、当地の名だたる醸造家であ
るルイージ・マルティーニ氏によってセ
レクトされたスペシャルキュヴェです。 3,150 円（税抜）

3,800 円（税抜） 2,500 円（税抜）

テヌータ・サンアントニオ
アマローネ・デッラ・ヴァルポリチェッラ D.O.C.G. 2015

5,000 円（税抜）

通常価格 2,800 円 →

通常価格 5,000 円 →



①109300838  ②109300840

①ミュージックを楽しみながら飲みたい南アブレンド！
②まさに「Chill」まったり落ち着くブレンド白ワイン！
①ラスカリオン 45RPM 2016
②ラスカリオン 33 1/3RPM 2017

各1,900 円（税抜）

109300721 スペイン/赤

数々の星付きレストランでオンリストされる実力派！
マタロメラ メリオール・テンプラニーリョ 2016
数々の星付きレストランでオンリストされている最高のデイリーワイン！リベ
ラ・デル・ドゥエロにある三つの畑のテンプラニーリョを使用。樹齢は20年以
上。発酵は26℃のステンレスタンクで10-14日間、その後アメリカンオークで
6か月間熟成。熟した赤い果実と熟成による香辛料や甘草、コーヒー、バニラ
の香り。飲み口は完熟した甘い果実のニュアンスとバニラの風味。しっかりと
したボディとタンニン、長い余韻を楽しめます。牛肉やラム肉のロースト、熟成
したチーズを合わせてみてください。
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2,150 円（税抜）

スペイン/赤

1,600 円（税抜）

① ②

オーストラリア/白109300665

圧倒的コスパ！オーストラリアデイリーの大定番！
バートン・ヴィンヤーズ
メタル クラシック・シャルドネ 2018

オーストリア/オレンジ

自然派シュトロマイヤーが仕込んだ「最高」のオレンジワイン！
シュトロマイヤー 
ヴァイン・デル・シュティーレ No.8 2015
シュトロマイヤーの畑は、ハンガリー国境までたった80km、オーストリア南の山中にある。2000mのア
ルペン山脈からは冷たい風が吹き続け、複雑な微気候の恵みを受ける、標高の高い畑はオーストリアで
最も収穫の遅い産地の一つ。畑は全くの不耕作。下草は伸びまくり、ブドウが森と化しつつある。この地
域で共通の哲学を持った超尖った自然派グループ「シュメック・ダス・レーベン」の代表でもある。ラベル
に記載されている「Trauben,Libe Und Zeit」は「葡萄、愛、時」という意味。このワインは600Lの木製
樽で12ヶ月マセラシオン、300Lと500Lの木製樽で12ヶ月熟成。
パッションフルーツやスパイスのアロマが魅力的な本気の1本！ 11,000 円（税抜）

気軽に楽しく飲みたい1本 控えめなハートもキュート！
ゴンザロ・ゴンザロ グラン・セルド 2018　
ゴンザロ・ゴンザロは2004年設立のユーモアとジョークにあふれる生産者。 
ブドウ栽培には除草剤や化学肥料を一切使用せず、カビの害を防ぐために、
銅と硫黄を使うのみ。ブドウ樹には潅漑もしない。ブドウの果皮に付着してい
る酵母のみで醸造。温度コントロールは行わず、9-15日間発酵、熟成は行わ
ず、セメントタンクにて瓶詰めまで保存。色調はやや濃いめの赤紫色。カシス
や甘草、プラムのニュアンス、全体的にドライな印象ですが、その中に甘さや
スパイシーさも。生ハムやパスタなどと一緒に気軽に
飲みたい1本。控え目なハートもキュート！ 1,700 円（税抜）

再入荷！冷涼な銘醸地モントレーの雄！気品溢れるシャルドネ！
シークレット・セラーズ シャルドネ 
モントレー・カウンティ 2017
カリフォルニアの中でも沿岸部で冷涼な産地であるモントレーは、ピノ・ノワール
やシャルドネの銘醸地です。ナパやソノマは、価格が高騰しておりますが、モント
レーはその味わいでは、あり得ないくらい価格も魅力的な産地です。中でもこの
シークレット・セラーズは、バイヤーが自信を持ってお勧めするグラマラスなシャル
ドネ！乾燥したナパ・ヴァレーとは一味違う、昼間は暖かく夜間は冷え込むモント
レーのテロワールを感じるシャル
ドネを是非ともお試しください！ 2,580 円（税抜）

アメリカ/白

オーストラリア/白甘口

オーストラリア最大級の家族経営ワイナリー。3代目のダーレンが1982年にセ
ミヨンで造ったこの「ノーブル・ワン」で世界中で瞬く間に有名になりました。貴腐
菌が繁殖しやすいノーブルワン専用の区画から収穫した、高品質なセミヨンを
使用。現在も美味しく召し上がれますが、10年後も熟成した味わいをお楽しみ
頂けます。アロマティックなネクタリンやアプリコットに華やかな花の香り。ハチミ
ツやマーマレードの魅力的なアロマが印象的です。溶け込んだバニラの風味が
複雑味を作り、果実味と共に綺麗な余韻へと続きます。 

109001492

“ディケムキラー”と称される伝説のデザートワイン！
デ・ボルトリ ノーブル・ワン

3,770 円（税抜）

南アフリカ/①赤・②白

本格的なワインを親しみやすい価格で提供し続けるエキサイティングで多彩なバートン・
ヴィンヤーズ。2005年に少人数で始めたワイン造りは、オーストラリア20大ワイナリーの
一つとして、ブランド売り上げではTOP17に名を連ねるまでに急成長。シドニー・モーニン
グヘラルド紙にコラムを持つオーストラリアで最も影響力を持つ評論家ハン・フック氏もコ
ストパフォーマンスの高さを絶賛。グレープフルーツやパイナップル、白いバラの様なアロ
マと心地よいオーク香。レモンやカシューナッツの風味も現れ、
ソフトでクリーミーな口当たりが素晴らしいシャルドネ！ 1,250 円（税抜）

ニュージーランド/白109103434

さすがインヴィーヴォの戦艦アイテム！このリッチネスとミネラル、堪りません！
インヴィーヴォ
マールボロ ソーヴィニヨン・ブラン 2018
ANZ航空の制服デザインも手掛ける老舗ファッションブランド「ザンベシ」がラベルを担当、既に
「世界のトップ10のソーヴィニヨン・ブラン」に選ばれるなど数々の栄誉に輝く「インヴィーヴォ」。
自社畑の完熟したブドウを夜間に収穫し、除梗し低温で浸漬する事により、アロマをしっかりと抽
出。フローラルなライム、活気に満ちた新鮮なみずみずしさ、トロピカルフルーツのニュアンスも。
現行の2018年は、サクラアワード2019ダイアモンドトロフィー、オイスターワインコンテスト
2019受賞など数々の賞を総なめにしています。素晴らしい仕上がり
となった「大人の深み」を感じさせる上級ソーヴィニヨン・ブラン！ 2,200 円（税抜）

通常価格 2,300 円 →

109300850 109206050

109208535

アメリカ/泡白

最新です。大人気パイパーソノマから新作が日本初上陸！
パイパー・ソノマ ブラン・ド・ブラン NV
シャンパーニュの名門パイパー・エドシック社がエレガントなワインが作れる
ソノマに1980年に設立されたスパークリング専門のワイナリー。カリフォル
ニアの中でも冷涼な産地の特徴を生かし、果実味と共に、酸のしっかり乗った
スパークリングとしてとても高評家！ラベルもゴールドをあしらっており、テー
ブルを華やかに演出してくれるので、パーティーやご贈答用にもお勧めです。
シャルドネとピノ・ブランをブレンドして造ったブラン・ド・ブラン。細かい泡立
ち、青リンゴやシトラス、白い花の美しいアロマ。ソノ
マに広がる朝夕の冷涼な空気を連想させる美泡です！ 4,000 円（税抜）

109201389 アメリカ/赤

ＮＡＰＡカベルネの当店最安値！オーパス・ワンの隣畑！
アナベラ ナパ・ヴァレー カベルネ・ソーヴィニヨン 2017
伊ピエモンテでワイン作りをしていたポザーン家が19世紀中期よりカリフォル
ニアで設立したワイナリー。名前の由来はラテン語で「愛すべき」という言葉か
ら来ており、当主の祖母の名前でもあります。ディーン＆デルーカのナパ・ヴァ
レーでも大人気のこのワインは、『ナパ・ヴァレー』が表記されている『カベル
ネ』の中でも非常に稀な価格帯で更に、オーパス・ワンの隣畑というクオリティ！
黒系果実の凝縮した味わいに、どこまでも飲みびる余韻は、とても素晴らしい！
フレンチオークで14ヶ月熟成。
是非、一度お試しください！

109300830 スペイン/赤109300827

メンシアらしいチャーミングで親しみやすい味わい！
ボデガス・マルティン・コダックス ピサーラス・デ・オテロ 2017
マルティン・コダックスは1986年設立と比較的新しいワイナリーですが、今
では、世界40以上の国々に紹介され、ガリシア地方の象徴といわれるまでに
発展しました。このキュヴェは、メンシアの代表産地ビエルソで造られるキュー
トなワイン。ワイン名のPIZARRAとはスレート粘板岩を意味。ミネラル豊富な
土壌から上質なメンシアを収穫。赤い木の実の果実やスミレのような花のア
ロマ。ジューシーかつ美しい酸と適度なミネラル感。メンシアらしいチャーミン
で親しみやすい味わいが十二分に楽しめる1本。軽め
の料理とご一緒に。

通常価格 2,800 円 →

全米成長率NO.1ワイナリー！必飲のジンファンデル！
ジョシュ・セラーズ ジンファンデル・ローダイ 2017
世界トップクラスのソムリエ「ジョセフ・カー」によって2007年に設立されたワ
イナリー。リリース後、卓越した品質と手ごろと適切な価格設定から数多くの
人が魅了され、2019年にポピュラー・プレミアムと呼ばれるカテゴリーで全
米第二位になります。米国市場の成長率では「全米NO.1」となった注目株で
す。古木のジンファンデルは凝縮感もありながら、程よい酸味が口中を刺激
し、長い余韻をもたらします。ジンファンデルの勢いが止まらない！

2,300 円（税抜）

アメリカ/赤109300850

バレンタインにおすすめ！

通常価格 3,300 円 →2,980 円（税抜）

①この赤ワインは海に近い冷涼な産地の低収量ブドウを使用。爽やかな赤系果実とブラックオリー
ブのようなスパイシー感がたまらない優しく滑らかなボディです。レコードの形をラベルにした斬新

なデザインも秀逸です。ぜひ深いことは考えず、焼き鳥や焼肉を食べながら、好きな曲を聴いてワインを流し込んでください！！
②この白ワインは優しくプレスし、フリーランジュースのみを使用。フレッシュで豊かな酸、柔らかなボディ、素晴らしい南ロー
ヌスタイルのブレンドです。天ぷらに、アジア系料理、様々な魚介料理の揚げ物にピッタリです。コンパクトディスクを模したラ
ベルは茶目っ気たっぷリ。気軽に音楽を聴きながらどうぞ！！

通常価格 2,500 円 →



冷蔵品

冷凍品 ※冷凍品につき
配送はできませ
ん。店頭のみでの
販売とさせていた
だいております。

一度は食べて欲しい！ 本気の食材揃ってます！一度は食べて欲しい！ 本気の食材揃ってます！
言わずもがな不動の人気のチョコレートです
VERDIER 
レザン・ドレ・オ・ソーテルヌ

北イタリアのロンバルディア州・ロディで造られるパルミ
ジャーノとよくにたお味のチーズ。パルミジャーノ・レッ
ジャーノの原点といわれ、1,000年以上の歴史をもつチー
ズなんです。一日12個しか生産しない少量生産のため、
常に一定の味を保てる、高品質チーズ。香りも非常に香ば
しく、パイナップのような華やかな香りと、ミルクの濃厚な
味に加え24か月以上熟成させているので、アミノ酸の旨
味が口の中で爆発するんで
す！そして驚きなのが、パル
ミジャーノやグラナパダー
ノよりとてもしっとりしてい
て、口の中がパサつかない
ので、パルミジャーノやグラ
ナパダーノが苦手な方でも
美味しくめしあがれます！

当店の大大大ベストセラー！レザン・ドレ・オ・ソーテルヌで
す。ドライ・レーズンをボルドー産の最高級貴腐ワイン・
ソーテルヌに漬け込み、カカオ分が70％の純チョコレー
ト、「トロピリア」でコーティングしています。ソーテルヌ酒
に数日間漬け込まれたレーズンは、水分を保つために薄
く粉砂糖をまぶし、銅製の大きな鍋に入れます。この 銅
鍋を回転させながら溶かしたチョコレートを少量ずつ加
え、丁寧にコーティングして出来上がり！まさに「職人の
手」が生み出す逸品といって良いでしょう。レザン・ド・レ
は15～20℃くらいで保管していただくと、ワインが熟成
するように、香りがより際立ち、甘味も増してきます。熟
成も楽しめる
チョコレート、
おいしいもの
が大好きな方
への贈り物に
ぴったりかも
しれませんよ！

100gあたり 760  円（税抜）

ラトビアの森からやってきたチョコレート
NELLEULLA 
BerryLove ダークチョコレート
北ヨーロッパに位置するバルト三国の一つラトビアか
ら見た目もインパクト大！お味もおいしい！チョコレート
が入荷しました。フリーズドライのいちごがチョコレー
トのバーにぎっしり！！見た目のかわいさに心奪われま
すが、味わいも納得のおいしさです。すべての製品が
チョコレートマスターによる手作りなうえ、高品質のベ
ルギー産チョコレートを使用しています。フリーズドラ
イのイチゴは噛むほどに甘酸っぱい味わいが口いっ
ぱいに広がりますよ！贈り物としてだけではなく、自分
用にもついつい手が伸びてしまうチョコレートです。

150g 1,380 円（税抜）

307002326 ラトビア

元ワイン醸造家の手掛ける
ビーントゥーバー
BAHEN&CO 
70% ハウスブレンド
ダークチョコレートバー
西オーストラリア州・マーガレットリバーに小さなチョ
コレート工場を構えるBean to Bar専門店「BAHEN
＆Co Chocolate」は、元ワインメーカー経営者であ
るジョシュ・バヘンがカカオの芳
醇なアロマに酔いしれて立ち上
げたチョコレートブランドです。
オーガニックカカオ豆とオーガ
ニックケーンシュガーのみで作
られ、混ぜ物がなくごまかしが
効かないカカオの品質がダイレ
クトに感じていただけます。ワイ
ンをテイスティングするかのよ
うに、カカオ豆の産地ごとの味
の違いを味覚、嗅覚、果ては五
感で感じることができるのが
BAHENのチョコレートバーの
醍醐味です。

パルミジャーノ・レッジャーノがお好きな方、
アミノ酸シャリシャリのチーズがお好きな方
凄いチーズが入荷しましたよ！
ロディジャーノチーズ（１５０g）

304100478 イタリア 冷蔵品

イギリス・サマーセット県チェダーの谷で生まれた
サマーセット州に代々伝わる門外不出の製造法
で作られる本物のチェダーチーズ。熟成したチー
ズは最高の状態のものだけが、熟練鑑定士に
よって選ばれます。一年以上熟成したチェダー
チーズは、濃いコク
と旨みがまします
が、ほのかに、発酵
した酸味も感じま
す。その複雑な美味
しさは、ウイスキー
や黒ビールはもちろ
んですが、重口の赤
やポートワインとも
相性抜群です。

自然の恵みにより熟成された、
職人技が光る
ヴィンテージチェダーです
ヴィンテージチェダー

304100401 イギリス

304001471 フランス 304100452 日本 304100388 オーストラリア

1,400 円（税抜） 1,500 円（税抜）

バレンタインに贈りませんか？
ちょっと大人なチョコレート！
ラビトスロワイヤル
いちじくチョコレート 
9粒入り
スタッフも大絶賛！不動の人気を誇る、冬季
限定のチョコレート！ジューシーなスペイン産
の最高級イチジクにトリュフクリームを詰め、
チョコレートでコーティングした贅沢な逸品！
生産者のいるスペインの小さな村に世界格
国から訪れる
人がいるほど
の注目度！まさ
に大人の味わ
い、寒いこの時
期にしか味わ
えません。是
非、ご堪能くだ
さい。

8421364000550 スペイン8011204001740 イタリア

①620 円（税抜） ②630 円（税抜）

有名ファッション誌にも掲載！
シャルドネ100%
スパークリングジュース
ANNA SPINATO
オーガニック・
スパークリングジュース

ANNA SPINATO
オーガニック・
スパークリングジュース
きめ細かな泡立ちで緑がかった透明感のある
黄色。ブドウの爽やかな味わいがお口の中いっ
ぱいに広がります。ヴェネト州に本拠地を置くワ
インの生産者、アンナ・スピナットがシャルドネ
100%で造った安
心のオーガニック・
スパークリング
ジュースです。三
日月のボトルデザ
インも愛らしく、お
酒の飲めない方
へのギフトにも最
適です！

75g 1,200 円（税抜）

あったかいビスクスープで
おなかから温まりましょう！
Deep Sea Red Crab ビスク
仙台の気仙沼より、冬にぴったりな温かいスープが
届きましたよ！幻の蟹と呼ばれるDeep Sea Red 
Crabの旨味をたっぷり引き出した蟹のビスクスー
プです。Deep Sea Red Crabの殻と身を、白ワイ
ンで焼きつけて、じっくり丁寧に出汁を取り、さら
に、セロリなどの香味野菜、玉ねぎ、人参などから
とった旨味たっぷりの野菜スープを合わせて煮込
み、トマトベースで仕上げました。一般的な「ビスク」
は、殻から出汁を取りますがの「ビスク」は、殻だけ
でなく、贅沢に蟹の
剥き身も入れて出
汁を取っています。
パンを浸したり、
チーズを足してパス
タソースやグラタン
などにもお使いくだ
さい！

180g 

640 円（税抜）135g 1,900 円（税抜）

150g 1,150 円（税抜）

①304100490 ②304100489 日本

甘いのが苦手な方にこそ食べてほしい！
果実本来の美味しさを最大限まで
引き出した超低糖度コンフィチュール
①有機いちごジャム
②国産有機ゆずマーマーレード
生のフルーツを食べてるような気持ちになってもらいたい！フルーツ
の甘みを最大限に生かしたい！という思いから、なるべく加糖しない
ように研究に研究を重ねて作られた、究極の低糖度ジャムです。イチ
ゴジャムは有機イチゴを使用。
イチゴのプチプチを残しなが
ら、なめらかなで優しい甘みと
ほのかな酸味が飽きることなく
食べれてしまいます。ゆずマー
マレードは愛知県産ゆずを使
用。柚子ピールのほろ苦さと、
柚子の香りとほのかな酸味が
心地よいので、こちらも何度も
食べたくなる味わいです。一度
食べたら、冷蔵庫の常備品にな
ること間違い無しです♪
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通常価格 1,300 円 → 各1,105 円（税抜）
通常価格 6,000 円 →3,600 円（税抜）

不飽和ポリエステル樹脂製、サイズ：約43cm×33cm

125g ①②1,680 円（税抜）  ③④⑤1,990 円（税抜）  ⑥2,780 円（税抜）

15％OFF

10％OFF

40％OFF①HOT 407001105 ②COOL 407001106

持っておいて損は無し！ 便利な雑貨です！持っておいて損は無し！ 便利な雑貨です！
グラスの足元に動物をくっつけて
可愛くワインパーティー！

①403003198 ②403003197

大きなモチーフが大胆！ワインと一緒に
ユニークギフトとしてもおすすめです

アニマルグラスマーカー
HOT&COOL
6種類の可愛い動物達がグラスマーカーになりまし
た。好きな動物を選ぶところから楽しい時間が始まり
ますね♪寒い国の動物達は「クール」、暑い国の動物
達は「HOT」に集まっています。グラスの足につけて自
分のグラスがわかるようにマークする為に使いましょ
う♪使いやすいEVA樹脂製。

φ86xH110mm､380cc 各①②1,000 円（税抜）

402003484 スペイン

ワイン会や試飲会の必需品！
プロ仕様に考案された
シンプルデザインの
スピトゥーンが登場！
スピトゥーン
数多くのヒット商品を生み出しているスペイン、プ
ルテックス社のスピトゥーン。ワインイベントなど
でたくさんのワインを飲む際に口に含んだワイン
を吐き出す容器ですが、ブラック×レッド2色のコ
ンビネーションカラーの鮮やかな色合いが目を引
きます。軽量、耐久性のあるアクリルプラスチック

でできており人間
工学に基づいたデ
ザインで使いやすく
蓋を外せばワイン
クーラーとしても使
用できます。

402003374 ハンガリー

旅に連れていくワイングラス
木村硝子
麹谷トラベルグラス
世界的デザイナー麹谷宏氏が「旅のワインに最
高のグラスを！」という思いから赤にも白にも
シャンパーニュにも理想的なトラベルグラスを
開発しました。大きな台座は機内での移動中に
も安定するように設計。丈夫で軽い専用ケース
が嬉しい！ワイ
ンラヴァーとし
てフランス政府
より受勲される
氏の心配りす
ばらしいです。

402002921 ドイツ

海外でも人気の日本酒を
リーデルグラスでお楽しみ下さい！
お得な10％OFF
リーデル オー・トゥー・ゴー
大吟醸オー酒テイスター
ペアBOX
みずみずしくフルーティーな香りの大吟醸や吟醸酒に適したグラ
スです。縦長のボウル形状が爽やかな喉ごしをもたらします。気
軽にお使いいただ
けるステムレスグラ
ス。ワインやソフト
ドリンクを入れても
OK！１脚ずつ専用
チューブ管入り、ペ
アセット木箱入りで
すのでギフトにお
薦めです。

高さ234mm、450ｃｃ、２脚セット、ギフトボックス入り 7,450 円（税抜） 専用ボックス入り 10,000 円（税抜）

直径195mm×高さ210mm 2,200 円（税抜）
8,400 円（税抜）

φ58mm、ｈ161mm、360ｃｃ、滑り止めシリコンシート付
通常価格 5,000 円 → 各 4,500 円（税抜）

高さ106mm、容量375ml、素材クリスタル

クレ・デュ・ヴァン ポケット
フランス語で「ワインの鍵」という意味のクレ・デュ・
ヴァン。これまで未知数だったワインの熟成のポテン
シャル。このアイテムで数年後の熟成を知る事ができ
る科学的な計測アイテム。使い方は簡単で細長い鍵
のような形状のパスティー
ユ(先端の丸く平たくなった
部分）を100ccのワインに
約1秒浸せば一年後の熟成
を知ることができます。金、
銀、銅の合金でできてる丸
いプレート部分がワインとの
化学反応によって酸化を促
します。パスティーユを保護
するケース付きで持ち運び
も安心、パーティーなどに持
参するのも楽しいですね。

エレガントな曲線が美しい、
ハンドメイドシャンパーニュグラスセット
レーマン
グラン・シャンパーニュ ペア
ギフトボックス入り
シャンパーニュ地方、マルヌで長きに渡り愛されてい
るグラスメーカー。熟練の手吹きガラス職人が一つ一
つ丁寧に作り上げ高品質なグラスを作り続けていま
す。大きめのボウルに細いステムがエレガントな出で
立ちのこちらのグラ
ス、複雑で豊かな熟成
香を引き出してくれ、
薄い飲み口は柔らかな
泡の口当たりを乱すこ
となく楽しむことがで
きます。ボックス入りな
ので、シャンパーニュ好
きの方へのギフトにも
いかがでしょうか。

402002424 フランス

ワインの未来が分かる？
魔法のアイテムがじわじわ人気です

402002729 フランス

 各①② 2,000 円（税抜）

ボトルストッパー
①エッフェル塔②ゴルフ
たまにはこーんなインパクトのあるモチーフがついた
ボトルストッパーを楽しんでみてはいかがでしょうか？
ゴムの部分までグッと押し込んで、飲みかけのワイン
を空気から守ります。紙箱入りですのでそのままお手
軽ギフトにもおすすめです♪
※密閉しません
ので立てたまま
での保管をお願
い致します。

403003219①403003167 ②403003168

オーロラカラーがおしゃれなタンブラー
ラスターコレクション contea
①パールラスター
②アンバーラスター
イタリアBorgonovo社の人気グラスの表面にそれぞ
れパール、アンバーのラスター加工が施してあります。
光りを受けキラキラと虹色に変化する、ゴージャスで
大人っぽいグラスです。
普段使いはもちろんパーティーシーンでも活躍してく
れそうな華やかで遊び心を感じるタンブラーです☆
※電子レンジ、食洗器の使用は不可

イタリア イギリス

良質の英国製大判ティートレイが
現品限り特価で入荷しました！
ケズウィックトレイ
Keswick Tray
ケズウィック社は、英国でガラス繊維を使って作り上
げるトレイの専門的なメーカー。熟練した職人がひと
つひとつ手作りで作り上げられます。トレイは大変丈

夫な繊維で作られて
いますので、長い間お
使い続けていただけ
る商品。丈夫で軽く美
しいトレイは、インテリ
アの一部として楽しむ
事もできます。
英国製品がお好きな
方必見です！

① ②

① ②
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今欲しい、
スタッフオススメの
商品はコチラ！！

NZの方で人気の住みたい町「ネルソ
ン」で1991年に設立された家族経営
のワイナリー。NZで最初にオーガ
ニック認証のピノ・ノワールを造った
事でも有名。この珍しいブラン・ド・ノ
ワールは色はほのかにピンクダイヤ
モンド！香りと味わいは複雑で、シトラ
スの花、洋梨、焼きリンゴ、ビスケッ
ト、魅力的なトロピカルフルーツにエ
キゾチックなスパイシーさもありま
す。上質なリンゴジャムに、こんがり
焼いたトーストを合わせているよう
な、爽やかだけど濃密な味わい。普通
の白ワインより少し高い温度で召し
上がってみてください。

①モメンポップはアメリカのワ
イン愛好家の間で話題になっ
ている天才女性醸造家のサマ
ンサ・シーンと元シェ・パニー
スのシェフ、マイク・エマニュエ
ルがコラボしたブランドです。
自然に栽培された、環境に優
しい原料のみを使用し、少量
生産されるアペリティフに適
した甘口のヴェルモットを造り
ます。ピノ・ノワールのロゼに
ブランデーを添加、グレープ
フルーツの外皮とヴァニラや
八角、カルダモン等を漬け込
み、有機さとうきび糖を加えて
います。そのまま飲んでも美
味しく、カクテルにしても最高です。
②赤ワインをベースにブランデーを添加、MORO品種
のブラッド・オレンジの果実と外皮とヴァニラや八角、カ
ルダモン等を漬け込み、有機さとうきび糖を加えて作っ
たスイートヴェルモットです。       

当店で絶大な人気を誇るスペインの
赤ワイン「フアン・ヒル」のトップキュ
ヴェであるディエシオチョ・メセス（通
称ブルーラベル）が今年も数量限定
で入荷！樹齢55年以上、厳選した古
樹のモナストレルから生まれる極上の
1本！その名の通り、18ヵ月間バリック
で熟成。熟した黒い果実の力強いア
ロマに溶け込んだスパイスやカカオ、
トーストの香り。気品ある酸とどっしり
としたタンニンが混然一体となり、グ
ラスの中で花開きます！濃いのに飲み
疲れすることのないモンスター級の
ワイン。モナストレル60%/カベルネ・
ソーヴィニヨン30%/シラー10%。

トスカーナの各地でワイン造りを行う
名門フレスコバルディ家。トスカーナ
に根差したそのワイン造りは700年
の歴史を持ちます。中世の時代から
芸術家や王族に愛飲され、現在でも
世界98ヶ国で愛される不朽の名作を
造り続けています。この1978年ヴィ
ンテージはそのフレスコバルディの長
い歴史の一部を垣間見れる貴重な1
本です。（※ブルネッロ・ディ・モンタル
チーノのD.O.C.G.認定年は1980年
ですので、この1 9 7 8年はまだ
D.O.C.表記のラベルです。）

ジュヴレシャンベルタンのみならず、
ブルゴーニュを代表する生産者"シャ
ルロパン"その並々ならぬ技術とワイ
ンへの情熱はグラスを通して飲み手
に伝わる数少ない名手。勢いは衰え
ることを知らず、2017年ヴィンテー
ジからできたＡＯＣ"ブルゴーニュ・
コート・ドール"をリリース。通常のＡＣ
ブルゴーニュよりさらに厳しい審査と
基準を満たさなければならない。世
界中で高い名声を得ているにも拘わ
らず、挑戦し続けるトップ生産者の
ファーストリリース。見逃せません。

フランスのワイン産地を３次元で見る事ができる立体地
図。リアルな地形の起伏によって、
各銘醸地の地理的環境やミクロク
リマを実感を持って確認する事が
可能です、この地図の存在を初め
て知る方は確実に感動します！ワイ
ン好きの方へのサプライズプレゼ
ントにもぴったりですし、オレンジ
色の額仕立ての紙箱入りなので、
セミナー時に立てかけて使用した
り、レストランやバーのディスプレ
イとしても重宝します。

種子島で生産される「安納芋」は中は
輝くような黄金色で、通常のさつまい
もと比較して、糖度が高いため別名
「蜜芋」と呼ばれています。蜜いもグ
ラッセは濃厚なサツマイモの旨味と
しっとりした食感がたまらなず、ついつい手が伸びてしま
う、魅惑の商品なんです。お芋はカロリーを気にしがちで
すが、脂質も少なく、食物繊維も豊富、洋菓子に比べると
ずいぶん低カロリーです。また赤ワインとの相性もよく、
特にベリンジャーメルロー・ベリンジャージンファンデル
とも相性抜群です。商品裏に記載されている方法で温め
るとお手軽焼き芋も楽しめます♪

大きな箱に薄焼きのピザのような見た目！１度見たら忘
れられないパリパリチーズは兵庫県のパン屋ダンケ
シェーンで作られます。一晩寝かせたパン生地に二種類
のチーズをのせて独自の製法
で焼き上げられます。濃厚な
チーズとあっさり味のチーズを
組み合わせたバランスが止ま
らないおいしさの秘訣かもしれ
ません。割って食べてもいいで
すが、丸ごとかぶりつくのも楽
しいかもしれませんよ！

ドクター・ローゼンは、ベルンカ
ステルにある200年の歴史を
誇る醸造所。接木をしていない
平均樹齢60年の古樹を使用
すること、最上級の畑を所有す
ることが素晴らしいワインを造
るための絶対の条件であると
し、次々と革命を起こした。こ
の185mlのベーレン・アウス
レーゼは「食後にちょっと甘口
のワインを飲みたいけど、
750ml、375mlでも多いか
も」・・というニーズにお応えす
るために現当主エルンスト･
ローゼン氏が特別ボトルで瓶
詰めした1本！粒選りのより熟し
た果汁のみを用いた珠玉の逸
品！手土産やギフトにどうぞ。

2,000 円～（税抜）

2,900 円（税抜）

※写真と店頭在庫は異なる場合がございます

限定3本！

限定入荷！

21,000 円（税抜）

4,500 円（税抜）

5,000 円（税抜）

520 円（税抜）

5,600 円（税抜）

3,600 円（税抜）

ドイツ/白甘口109102616 フランス/赤109300837

イタリア/赤109300653

通常価格 3,000 円 →2,850 円（税抜）

通常価格 12,000 円 →10,800 円（税抜）
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ドクター・ローゼン リースリング
ベーレンアウスレーゼ
2015（185ml)

185ml(フルボトルの1/4)の
超極上のデザートワイン！

304009962

ダンケシェーン パリパリチーズ

みんなでシェアして？
それとも独り占めしちゃいますか？！

日本

304100429 日本

①109300847
②109300848

①モメンポップ ヴァン・ド・パンプ
パンプルムース ヴェルモット
②モメンポップ ヴァン・ド・サンジュ
ブラッド・オレンジ ヴェルモット

多様性の極み！ ヴェルモット市場を
席巻する新商品！

アメリカ/甘口

402002936

フレンチ3Dマップ各種

地理的環境も一目でわかる！
感動の3Dマップ！

蜜いもグラッセ

飽きることなく食べれてします
魅惑の商品。ワインにも合うんです！

刃物の町で有名な岐阜県関市のファクトリーナイフメー
カーが、アウトドアナイフで培ったノウハウを注ぎこんで
作られたとても使い心地の良いソムリエナイフ。木目を
生かした暖かみのあるハンドルは程よい重さでおさまり
良し。長めのナイフは先端がカーブして刃の部分にセ
レーション（のこぎり
状）加工が施されて
キャップシールを剥が
したりめくり上げたりの
作業のしやすさは抜群で
す！スクリューも溝が刻まれ
てコルクが滑らかに食い込み
空気を放出するので抜きやすく、
日本製ならではの細かな各部が結
集されています。

リッチモンド・プレインズ
ネルソン・ブラン・ド・ノワール 2017

ピノ・ノワール100％の白？
貴重な体験です！

402002279

アスロソムリエナイフ
ウッドマイカルタ

刃物の町ならではの気持ち良い
切れ味！メイドインジャパンの機能と
耐久性に優れたソムリエナイフです。

日本

フィリップ・シャルロパン
ブルゴーニュ コート・ドール 2017

あのシャルロパンの新たな挑戦…
新アペラシオン"コート・ドール"

フレスコバルディ ブルネッロ・
ディ・モンタルチーノ D.O.C. 
カステルジョコンド 1978

フレスコバルディの歴史を感じる
40年以上熟成したカステルジョコンド！

109103659

フアン・ヒル
ディエシオチョ・メセス 2017
フアン・ヒル
ディエシオチョ・メセス 2017

超人気！フアン・ヒル最高のブルーラベル！
最新ヴィンテージが無事到着！

スペイン/赤 109109480 ニュージーランド/白

120g 900 円（税抜）

数量限定!


