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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本

限定

2本

昨年のDMに通常価格よりお安くご案内致しましたら、Xmasより早く
完売してしまい、正直焦りました（笑）たくさんのお客様より、もう販売し
ないのかと、お問合せ頂き、季節商品なので悩みましたが、メーカー様
と相談して、パーティ史上最安値で限定１２個だけ販売出来ることが決
定しました！可愛らしい容器とはうらはらに、ブルーチーズ好きを虜にし
てしまう、魅惑的なお味は、毎年ファンを増やしていっているのではな
いでしょうか。まだ食べたことがない方はチャンスです！

スティルトン ジャー ポットスティルトン ジャー ポット

4/22の賞味期限の商品のみとなります冷蔵品イギリス301009173

Xmas時期にしか食べれないと思ったあのチーズがまた味わえます！
超特売価格でご案内いたします！

サスティナブルな紙の器
WASARA
サスティナブルな紙の器
WASARA

①403002000 ②403002522

お花見でもホームパーティーでも！

インターナショナルな会合やパーティーではお馴染みとなってき
た、日本人の感性溢れるWASARAの製品。今の時代はずせない
サスティナブルアイテム！基本的には一度しか使えないものです
が耐水、耐油性に優れているので、半日以上しっかり使い続ける
事が可能！ファッション
の世界に従事していた
方がデザイナーなのが
頷けるおしゃれなデザ
イン。素材やストーリー
を一緒に楽しむ事でま
た心が潤います。和で
も洋でもしっくりとくる
見た目と機能的なデザ
イン、シンプルながら
意外性のある形でゲス
トを楽しませてくれそう
です。 

500 円（税抜）～

バローロの革命児と称されるエリオ・アルターレの造りだすワインはイタリアワインファ
ンのみならず、世界中から引く手あまた。モダンなイメージが強いエリオですが、「農民
のワインであること（自然な醸造）」を重視。その土地らしさを最も表現できる人物とも言
われています。『カンヌビ』は2010年に取得。カンヌビの中でも最も優れた区画と言わ
れる中央部『カンヌビ・カンヌビ』と呼ばれる区画。樹齢は約30年。
ビオロジックで畑を再生し、完璧な状態になっています。
栽培は日本人のCHO TESUさんが担当。（ブドウ品種：ネッビオーロ100％）

Vol.912020

週末にはテーマを決めて
「特別な有料試飲」を
行っています！
随時HPの「有料試飲情報」に載せていきますのでチェックし
てみてください！シャンパーニュやブルゴーニュ、古酒の試飲
はご予約で満席になる場合がございますので、気になる方は
お早目にどうぞ。ご予約はお電話でも承ります。

TEL: 03-5424-2580

通常価格 3,800 円 →2,470 円（税抜）

31,000 円（税抜）

37,000 円（税抜）

WINE MARKET PARTYの姉妹店、「フランスワイ
ン専門店LA VINEE（ラ･ヴィネ）」は、この度、（仮称）
虎ノ門ビジネスタワーに新店舗をオープンすること
になりました！
「発見と本物」にこだわるラ・ヴィネ恵比寿本店のエ
スプリを凝縮したセレクトショップとして、経験豊富
なソムリエが常駐し、シチュエーションに合わせてワ
インをコーディネート致します。

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

エリオ・アルターレ　
バローロ D.O.C.G. カンヌビ 2015
エリオ・アルターレ　
バローロ D.O.C.G. カンヌビ 2015

イタリア/赤109301119

エリオ・アルターレの単一畑カンヌビ・カンヌビ！

    

「カリフォルニアワインの父」と呼ばれる伝説的人物、故ロバート・モンダヴィ氏の次男で
あり、オーパス・ワンの醸造責任者を30年間にわたり担った“ティム・モンダヴィ”が姉と
共に2005年設立。ナパ・ヴァレーを知り尽くした彼らが、集大成として「世界の最上級ワ
インに認められる単一畑のワインを造りたい」という想いのもと集結。
名前はラテン語で｢継続、継承」の意。
この2016VTは今後30年以上の熟成ポテンシャルを持つ逸品。
ワイン・アドヴォケイト99点、ジェームス・サックリング100点と過去最高の評価を得てい
る傑出した一本です。

コンティニウム
プロプラエタリー・レッド・ナパ・ヴァレー 2016
コンティニウム
プロプラエタリー・レッド・ナパ・ヴァレー 2016

アメリカ/赤109301103

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

過去最高評価を得るコンティニウム
2016が限定入荷！

    

LA VINEE（ラ･ヴィネ）
虎ノ門店
4/16（木）
OPEN！（仮）

春に皆で楽しみたい
ワインや食品、グッズを揃えました！
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美しい花、美しい女性を表すFiorebellaは、ラベルに花があしらわれていますが、よ
く見ると女性が二人隠れています。このワインはヴェネトの正統的なアマローネの
手法でつくったワインに熟したメルローをブレンドして熟成させることで、重たいイ
メージのあったアマローネをエレガントで飲みやすいものにしています。使用ブドウ
の60％はアマローネの主要ブドウであるコルヴィーナで、約3～4ヶ月陰干しされま
すが、この間にブドウの水分の50％が失われます。残りの40％は陰干しをしないメ
ルローが使われていますが、木の上で完熟させているためヴェネト州のメルローに
時折見られる青臭さは見らません。色は美しく濃いルビーレッド。チェリーを筆頭に
ドライフルーツ、チョコレートやプルーンの香りを感じます。口に含むとフルボディで
すが柔らかくて丸みがあり、心地よいスパイスや余韻の長さが楽しめます。（ブドウ
品種：コルヴィーナ60％/メルロー40％）

フィオーレベッラ ロッソ・デル・ヴェネト
I.G.P. アパッシメント 2016

アマローネ×メルローの美しいブレンド！アマローネ×メルローの美しいブレンド！
109301087 イタリア/赤

当店では毎年人気のロゼ・シャンパーニュ 
SAKURAロゼ。実は外資系ホテルのシャン
パン・フローをメインとしており、あまり小売
店では販売されていない希少な1本なので
す。今回入荷してきた18本は3年前に入荷
した時の最後のロットで、長い瓶内熟成をお
楽しみいただけます。グラン・クリュ“アイ”村
の代表生産者の一人、ドゥーツの限定モデ
ルはお土産やギフトにもばっちり！この季節
に楽しむシャンパーニュとして重宝されてい
ます！

ドゥーツ ブリュット・ロゼ ＳＡＫＵＲＡ Ｎ・Ｖ
人気のロゼ・シャンパン ＳＡＫＵＲＡ・ドゥーツが
今回も入荷！今年は限定18本！
人気のロゼ・シャンパン ＳＡＫＵＲＡ・ドゥーツが
今回も入荷！今年は限定18本！

109104252 フランス/泡

世界に誇る、日本のプレミアムワインをつくりたい。グランポレールがめ
ざしたのは、風土の個性が豊かに輝く、日本でしかつくれないワイン！北
海道、長野、山梨、岡山と自然に恵まれた4つの産地で育まれた上質なブ
ドウを用いています。この絢は山梨県産マスカットベーリーAを主体とし、
イチゴや赤い果実の華やかな香りと上品な酸味、程よい熟成感！食事と
合わせやすく美味しい国産ワイン！

グランポレール　
エスプリ・ド・ヴァン・ジャポネ 絢 -AYA-

キュートな味わいが春のテーブルを彩ります！キュートな味わいが春のテーブルを彩ります！
100101266 日本/赤

1,500 円（税抜）

第２次世界大戦中に犠牲となった日本兵を弔い、日本との友好を深めるた
めに植えられた「桜」がテーマです。オーストラリアのシドニーから1時間程
の所にあるカウラ地区は、日本との友好の印として、大きな日本庭園があ
り、沿道に約2,000本もの桜がしっかりと根を張っています。当店でも毎年
人気ですが、2017年の新ヴィンテージが入荷となりました！漫画「ソムリ
エール」33話“それぞれの桜”にて掲載、限定入荷となりますので、気にな
る方はお早めに！大切な人と落ち着いて飲んで頂きたいワインです。

ウインダウリー・エステート 
サクラ・シラーズ 2017

「桜」でつながる日本とオーストラリアの友好のワイン！「桜」でつながる日本とオーストラリアの友好のワイン！
109100498 オーストラリア/赤

3,300 円（税抜）

当店の超人気スペインワイン、フアン・ヒル・シルバー･ラベルの弟分であ
るクアトロ・メセス（イエロー・ラベル）の桜ラベルが今年も登場！バリック
4ヶ月熟成なのでその名も「4MESES=クワトロ・メセス」。同じ畑のブドウ
を区画ごとに醸造後、全ロットを試飲してシルバー･ラベルと4MESESに
振り分けています。コーヒーの香りに濃厚な果実味と凝縮感のあるジャ
ムのような味わい、葡萄からくる鉄分と甘く香ばしいニュアンスが絶妙。
オーナーのミゲル・ヒル氏が日本の皆様へ感謝の気持ちを込めて造った
贈り物です。

フアン・ヒル クアトロ・メセス 
SAKURA 2018

桜のエチケットが魅力！オリジナル手提げ袋付き！桜のエチケットが魅力！オリジナル手提げ袋付き！
109204507 スペイン/赤

アメリカ・ボストン出身＆ニューヨーカー、キャリアウーマンの女性ヴァージ
ニア・ポーヴァル氏が2008年に設立。ティムアトキン格付け3級に選ばれ
今後期待の生産者。1940年代から続く、キング・プロテア(南アフリカの
国花)が植えられた花畑を購入。今でも花は栽培されておりますが、
2009年より敷地内にブドウを植え変え、ボルドー品種を中心に栽培して
います。コルクには花のアートが書かれ、ラベルも上品。濃厚な果実味と
ボリュームを持ち、柔らかさもあるわかりやすい味わいなので、母の日や
手土産の花束代わりとしても最適です。

ボタニカ ビッグフラワー カベルネ・フラン 2016
母の日のプレゼントに是非！
わかりやすい味わいの濃厚カベルネ・フラン！
母の日のプレゼントに是非！
わかりやすい味わいの濃厚カベルネ・フラン！

109301093 南アフリカ/赤

1,700 円（税抜）

1,510 円（税抜）

初回18本限定！

ものづくりが盛んな江東区周辺で７０年続く
老舗の硝子製品を扱う会社「富硝子」から届
いたこの季節にぴったりのフルートグラス。輝き、透明感、響きに優れたクリ
スタンというガラス素材を使用、変色インクで花びらの透け感まで繊細に描
かれた花びらは冷えたドリンクをグラスに入れるとほんのりピンクに色づ
き、舞い散る花吹雪のように見えお花見気分も味わえます！
φ60×195mm／190mℓ　素材 クリスタン

富硝子 
Maichiruマイチルフルート

407001771 スロバキア

繊細な花びらが舞い散る
スパークリンググラスでお花見気分
繊細な花びらが舞い散る
スパークリンググラスでお花見気分

トライタンとはガラスのような透明性、割れにくく食器洗い機へ
の耐久性に優れているなどの特徴があり、哺乳瓶やスポーツ用
水筒などの生活用品から医療機器まで、幅広い製品に使用さ
れているプラスチック素材。ガラスと変わらない見た目なので
写真映えもします。落ちても当たっても割れる心配無し！どんな
シーンでも安心して繰り返しお使いいただけます。BPAフリー。

トライタン4脚セット バッグ付き
①ホワイト ②シャンパン

①402002809 ②402002810 台湾

持ち運びに便利なバッグ入りは
これからのアウトドアシーズンにぴったり！
持ち運びに便利なバッグ入りは
これからのアウトドアシーズンにぴったり！

限定品

①通常価格 2,800 円 →2,520 円（税抜）

通常価格 2,100 円 →1,950 円（税抜）

通常価格 2,200 円 →2,050 円（税抜） 通常価格 10,000 円 →9,000 円（税抜）

通常価格 2,600 円 →2,500 円（税抜）

②2,000 円 →1,800 円（税抜）

夕香亭の早炊き米は特殊
加工した米と乾燥した野
菜類をブレンド。このさく
らごはんは今の時期だけ
の限定品。レンジで約10
分でふっくらごはんが完成
します。ほんのりとした桜
の香りと花びらに日本の
春を感じます。

307000836

夕香亭 さくらごはん
レンジで約10分 さくらごはんが完成！レンジで約10分 さくらごはんが完成！

日本

こんなジャム初めて！こういうの探してたんです！とたくさんのお客様に喜んで頂いてる、大
人気ジャムが今年もついに入荷します！輪切りにした国産完熟ネーブルオレンジを保存料
や酸味料は一切使用せず、国産純粋はちみつと、果糖だけで皮まで柔らかく煮込み、形を
崩さぬように、一枚一枚丁寧に瓶詰めしているので、見た目が大変美しく、贈り物に喜ば
れる商品です。お味もオレンジのピールのほろ苦さと、丁寧に仕込まれた完熟オレンジだ
から表現できるジューシーさが、食べる人を虜にしてしまいます♪紅茶に浮かべたり、ヨー
グルトとも相性抜群ですが、ぜひ白カビチーズと一緒に召し上がってみてください！特に当
店の人気商品ブリアサヴァランアフィネとは、最高のマリアージュが楽しめます！
※季節商品のため無くなり次第終了となります。

307002246

ローズメイ オレンジスライスジャム
リピーター続出！人気No.1のオレンジスライスジャムが
今年も入荷しました！！大人気すぎて即完売必至商品です！
リピーター続出！人気No.1のオレンジスライスジャムが
今年も入荷しました！！大人気すぎて即完売必至商品です！

秋田県

10%OFF

①

②

120g 450 円（税抜）
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季節商品のご案内♪季節商品のご案内♪



① ② ③ ④

80g 800 円

20%OFF

10%OFF20%OFF

①③通常価格 6,300 円 →各5,670円（税抜）
② 5,900 円 →5,310円（税抜）④ 6,500 円 →5,850円（税抜）

本数限定特別価格

当店3,000円以上のイタリア白ワイン売上本数No.1!
唯一無二の“旨味”を感じる高品質トレッビアーノ！
当店3,000円以上のイタリア白ワイン売上本数No.1!
唯一無二の“旨味”を感じる高品質トレッビアーノ！

この価格でここまでトレッビアーノを表現するのはさすが。透明感のある
味わいながらもシチリアらしいしっかりした果実味、まろやかでありなが
ら芯のある骨太さ。熟したリンゴの香りにミネラル感、メロンなどの凝縮
した味わいも。柔らかく優しく、かつ凝縮感がある「旨味」をしっかりと感
じます。グッチョーネ家は、長年に渡り、シチリア・パレルモ県に土地を所
有。有機栽培、ビオディナミ農法でパレルモのテロワールを見事に表現。
醸造においても、自然酵母で発酵、無濾過、SO2は最小限にとどめるな
ど徹底しています。あのヴァレンティーニと比べても負けないトレッビ
アーノ！？でもこの価格！（ブドウ品種：トレッビアーノ100％)

109109807

グッチョーネ ‘T’ トレッビアーノ N.V.

イタリア/白

当店大人気！木村硝子店サヴァシリーズのグラスセール当店大人気！木村硝子店サヴァシリーズのグラスセール

木村硝子店「Cava サヴァ」シリーズは、 熟練のグラス職人たち
の手仕事による究極のハンドメイドグラス。最高級のカリクリス
タルという素材でできておりステム（脚）が細く軽くて薄い、華や
かで繊細なフォルムに眺めているだけでもうっとりしてしまいま
す。グラスの脚を短くし、重心を低くすることで日々の食卓にも馴
染みやすいですね。ぜひ この機会にサヴァシリーズを体感してみ
てください、一脚ずつボックス入りなのでギフトにも好適です！

①12oz VT シャンパーニュ ②15oz ビール／ワイン
③22oz ワイン ④29oz ワイン

通常価格 28,000 円 →各22,400 円（税抜）

フランス①402002753 ②402002754 ③402002757

クロ ラギオールソムリエナイフ売り切り最終特価クロ ラギオールソムリエナイフ売り切り最終特価

フランス最大の刃物産地オーベルニュ
地方、ティエールで生み出されるClos
（工房）Laguioleはその名がつけられ
ているように、熟練の職人たちが魂を
込めて一品一品仕上げています。フレ
ンチハンドメイドの温もりと誇りが感じ
られる最高の１本を是非手に入れてお
いて下さい！専用のドライバーが付属し
ているのもこの商品の強みで、緩く
なってきたスクリューとフック部分の硬
さを調節できます。

Clos Laguiole 在庫限り20％OFF

破格！クレマン・ド・ロワールの大手
モン・ムソ－マグナム・サイズが20％オフ！
破格！クレマン・ド・ロワールの大手
モン・ムソ－マグナム・サイズが20％オフ！

人が集まる機会が増えてくるこの季節におすすめなのが、マグナムボトル。
しかしシャンパンだと１万円以上が相場となってしまいます。ですが、店長・
沼田が先日当主が来店された際に「マグナムボトルが欲しい！」という旨を伝
えておいたところ、インポーターさんが年末用に少量輸入してくれたそう。
そして店舗で販売して見た所、好評を得ました！マグナムボトルはグラスで
大体14～16杯ほど注げますので、4人以上ワイン好きが集まった時に大活
躍しますよ♪宴会にお花見に…身近になってきたマグナムボトルをぜひご
利用ください！

109300865

モンムソー クレマン・ド・ロワール キュヴェ・JM 
ブラン・ド・ブラン ブリュット N.V マグナム

フランス/泡白

通常価格 3,700 円 →3,380 円（税抜） 通常価格 5,000 円 →3,980 円（税抜）

「ワインをもっと身近に、ワインでもっとハッピーに！」がコンセプト！「ワインをもっと身近に、ワインでもっとハッピーに！」がコンセプト！

「ワインをもっと身近に、ワインでもっとハッピーに！」をコンセプ
トにスペインワイン界の革新的な造り手といわれるビンタエ
と、日本のワインインポーターさんが共同開発。①は豚肉料理
と楽しむためのワイン。味わいは軽快でフルーティー。シンプル
な味付けのポークソテーや柔らかくなるまで煮込んだ角煮、ハ
モン・セラーノやイベリコ・ベジョータなど生ハム、ジューシーな
ソーセージなどなど豚肉料理なら何でも来いの感じ。②はパエ
リアと楽しむためのワイン！フレッシュな赤い果実の香り。口当
たりは柔らかくクリーミーでエレガント。舌に長く味わいが残
り、香りの余韻も続きます。

①109108574 ②109201164

ビエンベビード ①セルド②パエージャ

スペイン/①赤 ②ロゼ

歴史を感じるには最適な一本！
16年熟成したソノマのカベルネ・ソーヴィニヨン
歴史を感じるには最適な一本！
16年熟成したソノマのカベルネ・ソーヴィニヨン

この価格でカリフォルニアのトップクラスの銘醸地ソノマのアレキサンダー・ヴァ
レーから熟成した希少なカベルネが入荷しました。アレキサンダーと言えば、シ
ルヴァー・オークやマーティン・レイなどが有名ですが、カベルネに優れたテロ
ワールです。今回は輸入元より、特別に入荷したアイテムなので、本数は多くは
ありませんが、ワイン会や普段飲みに嬉しいワインです。ナパよりものどかなブ
ドウ畑が広がり、寒暖差もありながら豊富な日照量も蓄える事が出来るので、
魅力的な産地です。24本限定ですのでお試しください！

109300877

トロワ・ヴォワイエル カベルネ・ソーヴィニヨン
アレキサンダー・ヴァレー 2003

アメリカ/赤

通常価格 各1,300 円 →各1,150 円（税抜）

通常価格 3,100 円 →2,980 円（税抜） 通常価格 3,100 円 →2,200 円（税抜）

通常価格 3,900 円 →3,200 円（税抜）

通常価格 950 円 →880 円（税抜）

パーティ初入荷！年に一度しか食べることができない、
スペイン産高級アーモンドラルゲタ種 衝撃の美味しさです！
パーティ初入荷！年に一度しか食べることができない、
スペイン産高級アーモンドラルゲタ種 衝撃の美味しさです！

スペインではマルコナ種と並ぶ高級品種のラルゲタ種アーモンドはEUの有名ショコラ
ティエや老舗高級菓子に使用され、日本では、滅多にお目にかかれない希少なアーモ
ンドです。ローストしたての味わいは大変香ばしく、ほかのアーモンドより柔らかく、指
でクラッシュ出来てしまう、軽さがあります。スペインカタルーニャ州は雨は少なく、夏
は暑く、冬は寒い大変厳しい環境です。その中で育ったアーモンドは、旨みもギュッと凝
縮されていて、一度食べたら、決して忘れられない美味しさです！カタルーニャ州の一部
でしか、生産されてない大変希少なアーモンドぜひこの機会にお召し上がりください！
パーティ初入荷のため今回限り通常価格よりお安ご案内しております。

スペイン産ラルゲタアーモンド

304100568 スペイン

こんなおつまみ待っていました！
外飲みに、差し入れにぴったりです！
こんなおつまみ待っていました！
外飲みに、差し入れにぴったりです！

厳選した脂ののったノルウェーサバ産の燻製サバ
です。やがための塩を使用し、塩分は控えめですが
しっかりと旨味を引き出しています。レトルト調理
で常温保存可能ですのでお手土産やおつまみの
ストックにもおすすめです。そして一番のポイント
はトレイ・つまようじ・おしぼり付きで、袋を開けたら
そのまま食べられるところです！なんて親切なおつ
まみでしょう！外飲みにも大活躍の予感ですね！

THEさBAR

304100532 日本

何度飲んでも間違いない！
品があり濃厚なイスラエル産のシャルドネ！！
何度飲んでも間違いない！
品があり濃厚なイスラエル産のシャルドネ！！

ワイン造りは黒海・カスピ海・ガリラヤ湖が形成するデルタ地帯の内側か
ら始まったと言われ、カナン、古代イスラエルといった地域が、世界で最も
古いワイン生産国！イスラエルのゴラン･ハイツ･ワイナリーは1976年に
設立されたイスラエル最高のワイナリー。アメリカ、カリフォルニアでワイ
ン醸造学を学んだユダヤ人が栽培、醸造を行う。シャルドネはムルソーの
ように凝縮されたコクのあるワイン。ワインスペクテイター誌ではイスラ
エル白ワイン第1位として紹介され、イスラエル航空のファーストクラスで
も愛飲されています。

ゴラン・ハイツ・ワイナリー ヤルデン シャルドネ 2017

109101531 イスラエル/白

南半球最高の生産者が息子と造る夢のワイン！南半球最高の生産者が息子と造る夢のワイン！

南半球最高の生産者「トルブレック」の創設者デヴィッド・パウエル氏。フラッグ
シップである「ラン・リグ」は、パーカーポイント100点を獲得するなど世界を驚か
せています。そんなパウエル氏の伝説の第2章は、息子カラムと共に！ダークチェ
リーやウッドスモークの香り。柔らかく芳醇な果実味に溢れ、しっかりとした癖の
無いピュアな味わいが素晴らしいハーモニーを奏でます。年末のフェアでも好評
でしたが、輸入元さんのご厚意により、継続してこちらの価格で販売です！通常
価格になる前にぜひ一度、お試しください！

パウエル＆サン リバーサイド 
グルナッシュ・マタロ・シラーズ ２０１６

109300886 オーストラリア/赤

①402002665 ②402002664 ③402002833 ④402002684 スロバキア

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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通常価格 8,400 円 →

通常価格 4,800 円 →

通常価格 2,600 円 →

通常価格 7,500 円 →

通常価格 7,000 円 →

数量限定イタリア/オレンジ109301118 イタリア/オレンジ

カンパーニャの古来品種が生む鮮烈な個性！
シルヴァ・プランタリウム　
カマラトン パエストゥム  I.G.P. ビアンコ 2017

109208081

4

フリウリの自然派プリンチッチ！オレンジワイン入門編！
ダリオ・プリンチッチ 
ヴィノ・ビアンコ・ヴェネツィア・ジューリア I.G.T. （2017）
昨年の夏ごろには完売してしまい、今年の2月にようやく再入荷！世界的にもオレンジワインの産地とし
て有名になったフリウリ・コッリオ。名立たる生産者が揃っていますが、その中でもプリンチッチのワイン
は個性的。レストランを経営しつつラディコンやグラヴナーのように醸造をしたいと夢を見て、念願のワ
イナリーを設立。長期間果皮を漬ける特殊なワインは、ジュースのようでありながら濃厚で味わい深く、
フワっと広がるアルコールが素晴らしい。人なつっこくて華やかな味わい。醸造も温度管理をせず自然
まかせでノンフィルター。オレンジワインを試したいのであればまずここ
から！（ブドウ品種：シャルドネ/ソーヴィニヨン・ブラン/ピノ・グリージョ）

109202919 フランス/泡

フランス/白

フランス/白

このシャンパーニュはやっぱりいい！
真価を続ける老舗ゴッセの代表作！
ゴッセ・グラン・レゼルヴァ・ブリュット ＮＶ

109201667 フランス/赤

フランス/ロゼ

2016年のボルドーはやっぱりすごい！本格ビオ・ワイン・ボルドー！
シャトー・ド・プラド コート・ド・カスティヨン 2016

フランス/赤109301104

掘り出し物！ブドウはすべて一級畑！23年熟成の嬉しい熟成ワイン！
ルモワスネ・ペール・エ・フィス AC 
ブルゴーニュ・ブラン ダィアマン・ジュビレ 1997
"フランスきっての審美眼・鑑定眼"の持ち主と称されている大手ネゴシアンである
"ルモワスネ"から、特別キュヴェ"ディアマン・ジュビレ"は昔から親交が深いイギリ
ス王室、エリザベス女王の治世60周年を祝った際にできた銘柄。ルモワスネの何
万本ものストックを誇る中で一押しの"どこかの村の一級畑"をあえて格下げした、
とてもお得なキュヴェ。瓶詰めも当時にし、国内に入港したのも去年の年末と保管
状況も良好です。熟成して23年。
新社会人や、お祝いの席にもぜひ！

109300801

このロゼが美味い！
ジュヴレ・シャンベルタン本拠地の樽発酵
ジョセフ・ロティ マルサネ・ロゼ 2015
ジュヴレ。シャンベルタン本拠地の実力派ドメーヌ"ジョセフ・ロティ"のマルサ・
ロゼはスタッフが絶賛する味わいです。まるでルージュを飲んでいるかのよう
な飲みごたえとカシス、ベリーとジューシーな果実味が美しい実力派な1本！
輸入元には16年が控えており。今回最後の12本を会員様用にお取り置きし
ました！近年、評価が高まるマルサネ村のなつかしくもあり、美しきハイクオリ
ティなロゼをお見逃しなく！

前回のＤＭで甘口ワインをご紹介した、シャトー・ド・プラドの2016年は試飲会で店
長・沼田とバイヤー堺が唸った1本。同地区で最古のビオワインの生産者。畑はす
べて南向きで土壌は隣のサンテミリオンと同じ土壌のため質の高いメルローが栽
培される。味わいはカシスやベリージャム、スミレにフレッシュなタバコのアクセント
が素晴らしく香る。そう、味わいは伝統的なスタイルを崩さないのが彼らを紹介す
る一因です。若くしながらもストレス無く飲めるのが健康なブドウのビオ・ワインな
らでは！ミディアム～フルボディが好きな方はお試し下さい！

3,600 円（税抜）

109301017

現地の評価が高い人気のプティ・シャブリ！
やっぱり飲みたい代表生産者・ブロカール！
ジャン・マルク・ブロカール プティ・シャブリ 2018
久しぶりの入荷となった名門ジャン・マルク・ブロカールのプティ・シャブリ。辛口
ワイン、シャブリ・ファンにはぜひお試しただきたい1本です。1973年、わずかば
かりの畑から現在はシャブリを代表する大手に成長した実力派生産者！しかし
大手ながら、ビオディナミ農法を実践する挑戦者でもあります。プティ・シャブリ
は石灰岩でできており、フレッシュかつ飲みやすい果実味が魅力！現在、大量に
仕入れ、特価で販売しています！
数量限定、お見逃しなく！

109300349

ピノ・グリの2003年が4000円以下！
ＰＡＲＴＹお得意の"買いやすい"熟成ワイン"です！
シャトー・ドルシュヴィール グラン・クリュ ランゲン ピノ・グリ 2003
年末年始に好評を博し、今話題の飲食店にも多く取り扱われているのがアルザス南
部に本拠地を置くドルシュヴィール。従来からワインは寝かせ、飲み頃にタイミング
を合わせて出荷する希少な蔵元。ワイナリーを改修するため豊富なストックを泣く泣
く輸出。今回バックヴィンテージがお手頃に入ってきました！なんと通常でしたら
6100円する商品が、この価格で販売可能となっています。ランゲンは南部にある特
級畑。味わいはいドライでジンジャー、カリンのシロップ煮
など古酒ならではの複雑な味わいが楽しめる1本。

フランス/白109300794

人気の一級畑アン・レミリー！名手自慢の1本です！
マルク・コラン エ・セ・フィス サン・トーバン 
1ER・CRU アン・レミリー 2017
当店でも人気の高いサン・トーバン村のトップ生産者のひとり"マルク・コラン"。サン・トーバン
村近年、人気・実力ともに頭角を現してきた話題のエリアですが、それを支えた代表的な生産
者がマルク・コランです。何度かこのDMにもご紹介している一級畑 アン・レミリーはあの特級
畑シュヴァリエ・モンラッシェのご近所！それで7,000円を切る素晴らしいロケーションとコスト
パフォーマンスなのです！味わいは上質なミネラルと果実味。2017年のヴィンテージも最近評
価が高いのでこれは見逃せませんよ！
話題の畑と生産者、お見逃しなく！

カンパーニャ州サレルノ県の最南部、バジリカータにほど近いトッレ・オルサイアに農園を構
える新しい生産者。サンタ・ソフィアは、このエリアで栽培されている非常に希少な古来品
種。カモミールや蜂蜜のようなアロマに南国フルーツの香り、豊富な酸味と鋭いタンニンが
全体の味わいを引き締めます。2017年はアンフォラ熟成。華やかさを残しつつもエレガント
な印象。今飲んでも美味しいですが、この先さらに旨みを増すポテンシャルを感じます！個性
的な味わいは、少し変わったワインをお探しの方やワイン会に
おすすめです！（ブドウ品種：サンタ・ソフィア50％/フィアーノ50％） 4,500 円（税抜）

2,100 円（税抜）

イタリア/赤

60日間マセラシオンした珠玉のバルベーラ！
109301083

知らない人が飲んだら「エミリア・ロマーニャ州にこんな生産者がいたなん
て！」と驚く自然派生産者。このワインは彼らのベースラインとなる赤ワイン。
バルベーラの樹齢は12年で粘土と石灰を含んだ土壌。ステンレウスタンク
内で自然酵母による発酵。マセラシオンは2ヶ月間と長期に及びます。そのま
まステンレスタンクで熟成。果実味とスパイシーで土などのビターな野性味
を感じる、シンプルで自然な美味しさです。
酸化防止剤無添加。 3,500 円（税抜）

イタリア/赤

ありのままのプリミティーヴォの世界観を表現！
ファタローネ
ジョイア・デル・コッレ D.O.C. プリミティーヴォ 2017

109207275

有機栽培のプリミティーヴォを使用。畑の土壌は石灰質。スミレ色がかった濃いルビー
レッドの外観。特有の力強く熟した果実の香りがあり、わずかにスパイシーで焦がしたニュ
アンスもあります。プリミティーヴォに求める果実味、やわらかさ、ミネラル感とフレッシュ
さのバランスは申し分ないレベル。ダークチェリーやプルーン香のあふれる果実味は、ク
ロイチゴやクワの実のニュアンスに包み込まれ、スパイスの要素がアクセント。ジョイア・デ
ル・コッレ産のプリミティーヴォに特有な、後味に特徴的なアー
モンドの風味を感じます。（ブドウ品種：プリミティーヴォ100％） 2,300 円（税抜）

6,900 円（税抜）

1584年に赤ワインを主に製造し、シャンパーニュの老舗生産者として世界中
で人気を博すエぺルネの蔵元"ゴッセ"。あえて"マロラクティック醗酵"をせず、
平均60カ月とブドウを長く熟成させ、フレッシュさ、本来のブドウの味わいを
表現する工夫を行っている。その透き通るような味わいは上品さが美しい。
和食にも合わせれる繊細な味わいは非常にオススメ。少し暖かくなってきた
この時期に飲みたい上品な味
わいです。

3,500 円（税抜）

3,800 円（税抜）

人気の蔵元ゴッセ！嬉しい特別価格です！

17年熟成した特級畑！古酒初心者にもおススメ！

限定12本！2015年は輸入元完売！

少量生産 納得のボルドー！

特別価格！このブルゴーニュは見逃せない！

本数限定！複雑味が人気の熟成白ワイン！

身体に染み渡る、飲みやすい白

イタリア/赤109301088

有機栽培のやさしいキアンティ・コッリ・セネージ！
ラ・トッレ・アッレ・トルフェ
キアンティ・コッリ・セネージ D.O.C.G. 2018
シエナ近郊のトルフェ村にある農園。より自然で、持続可能なワイン造りを模索しており、
2003年からビオロジック栽培を実践。畑の土壌は粘土石灰、砂質の含有量が比較的高く、
この土壌の独自性を活かすワイン造り、ブドウ栽培を目指しています。砂質のサンジョヴェー
ゼのタンニンは、木樽で熟成をさせると、タンニンが強くなりすぎることが多いため、活き活
きとしたニュアンスを出すためにセメントタンクで発酵＆熟成しています。「コッリ・セネージ」
は、キアンティの７つある特定指定地域の１つです。（ブドウ品種：
サンジョヴェーゼ90％/カナイオーロ、コロリーナ10％） 2,500 円（税抜）

2,500 円（税抜） 6,850 円（税抜）

アンドレア・チェルヴィーニ
ヴィーノ・デル・ポッジョ ロッソ 2013

7,500 円（税抜）



通常価格 1,600 円 → 通常価格 2,200 円 →

109105735 スペイン/赤

価格の5倍は価値がある！あの超有名ワイン畑に隣接！
フィンカ・ビリャクレセス プルノ 2017
畑は、あのベガ・シシリアに隣接。以前はピングス（ピーター・シセック）に貸してい
た最高の畑のブドウを使用した並外れてお買い得なリベラ・デル・デュエロの赤ワ
イン！様々なベリー系果実やクレーム・ド・カシス、黒コショウなどが次々と現れるフ
ローラルなアロマ。極めてリッチで広がりのある味わいはシルクのように滑らか
で、層をなすジューシーな果実や伸びやかな酸、細かなタンニンが継ぎ目なく溶け
込んでいます。あの著名なワイン評論家が「ベガ・シシリアの赤ちゃんを連想させ
るワイン！」、「今も昔もこのワインが大好きだ！」とベタ褒め。
ティント・フィノ90%/テンプラニーリョ10%。
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2,800 円（税抜）

スペイン/泡

1,450 円（税抜）

オーストラリア/赤109103546

名門キリカヌーンの安定感！
クラシックなウサギのエチケットも魅力です！
キリカヌーン キラーマンズ・ラン・シラーズ 2017

リベラ・デル・ドゥエロ産の心地よい飲み口の赤ワイン！
タブラ ダマナ5（シンコ） 2018
オーナーのホセ・ルイス氏が2002年に創設したこのワイナリーは、新生ワイナ
リーであるにも関わらず、有名ワイナリーを差し置いて、瞬く間にスペインのトッ
プ5に必ずノミネートされるまでに成長。スペインでは地元のバルを始め、全国の
レストランにオンリストされています。このキュヴェは、アメリカンオークとフレンチ
オーク樽で5ヶ月間熟成されることから命名。 若々しいベリーの味わいがぎっし
り詰まった親しみやすくフルーティーなワイン。活き活きとした力強さを持ち、心地
良い後味で締めくくられます。
テンプラニーリョ100%。 2,050 円（税抜）

数々のワインコンペで入賞するナパ・ヴァレー赤ワイン！
カモミ ロッソ・ディ・ナパ 2017
当店でもトップの人気を誇るカリフォルニアの生産者カモミが造る驚愕のコ
スパを発揮するナパ屈指の赤ワインブレンド。ナパ・ヴァレーの地元新聞とナ
パ・ヴァレー・ヴィントナーズ共催のブラインドテイスティングの選考会にて、
ワインは現地価格$19.99～$150までと、幅広い価格帯のものが集まりまし
たが、その中で出品中最安値$19.99-のこのワインが4本のNO1ワインの
一つに選ばれました。”ナパ版アマローネ”のような凝縮した果実味と力強く
リッチなボディを堪能できるワインです。

2,350 円（税抜）

アメリカ/赤

オーストラリア/ロゼ

オーストラリア人とメキシコ人、国籍の異なる2人の若手醸造家が2013年大学
を卒業と同時に立ち上げました。初めは伝統的なスタイルのワインを造っていま
したが、それだけで若い二人の想像力が満たされることはなく、「最低限の人的
介入」のスタイルで<SOMOS>スペイン語で「私たち」の意を持つワイナリーを
スタート。自然なワインアプローチなのに、ここまで健全なワインはありません！こ
のロゼはふわっと漂うラズベリーやヴァニラ、クリーミーなテクスチャーが、なん
ともたまらない、ロゼ好きは必ず押さえたいワインです！

109301056

クリーミーなテクスチャーがたまらない！
優しい口当たりの癒しロゼ！
ソモス バルベーラ・ロゼ 2019

3,800 円（税抜）

日本/オレンジ

日本を代表するワイナリーである勝沼醸造所。甲州種ワイン造りに特化する
勝沼醸造の醸造家が小仕込みで造る新たな挑戦したオレンジワイン。醗酵
時に果皮を漬け込み甲州種の持つポテンシャルを余すことなく表現した複雑
で深い味わいのワインです。日本のオレンジワインお探しのあなたに甲州ワ
インのトップに君臨する勝沼醸造所の果実味、酸味、バランスの優れたスル
スル飲めるオレンジワインをご堪能下さい！

109301005

甲州を代表する勝沼醸造の新たな挑戦！オレンジワイン！
勝沼醸造所 ワインメーカーズ・チャレンジ 
甲州 オレンジワイン 裕の琥珀の時間

3,500 円（税抜）

数量限定

オーストラリア国内でエレガントなワインを生み出す産地クレア・ヴァレー！そこで伝統的な
醸造で濃すぎず、エレガントで妖艶なフランスワイン好きにもお勧めの生産者キリカヌー
ン！南オーストラリアのわずかな畑から良いブドウだけを選び、伝統的なスタイルで醸造、
その後24ヶ月間フランスとアメリカのオークの小樽で熟成。リッチで力強い果実味が長く
余韻を残す傑出した品質で、食事に合わせて楽しむのが最適です。完熟した黒系果実、口
に含むとどこまでも広がる味わい、バランス感覚にすぐれており
豪州らしさとエレガンスを兼ね備えたシラーズです！ 2,800 円（税抜）

南アフリカ/ロゼ109301105

名門ロングリッジで最も売れているキュヴェはロゼ！
ロングリッジ エミリー・ロゼ 2018
設立はとても古く1841年にステレンボッシュで設立されたワイナリー。こち
らは人気の高いロングリッジのワインの中で最も売れているワイン。名前は
イギリスとオランダの南アフリカ植民地争いで、イギリス人女性でありながら
敵であるオランダ人兵士にも献身的に介護し、敵味方、人種の違いを超えた
正しさをやり遂げた人物(エミリー)に敬意を表して付けられました。樽なしの
シャルドネに、ほんの少し樽熟成させたピノ・ノワールをブレンド。爽やかでフ
ルーティーですが、ほんのりスイートな感じ、女性に喜ば
れるワインです！ 2,150 円（税抜）

109301090 109301089アメリカ/白

チャールズファン必見！待望のシャルドネが初入荷！
ワイン・オブ・サブスタンス シャルドネ 2018
ワシントン州で最も有名な醸造と言っても過言ではない「チャールズ・スミス」
が造るブランド。ダイナミックな風貌からは想像できない程の細やかな作業
をこだわりとしています。彼の造るワインはボリュームがあるのにどこか洗練
されていて嫌味がなく、チャーミングな要素を兼ね備えているところが魅力
的。ワインズ・オブ・サブスタンスは自然発酵、樽熟成で造られ、高品質なワイ
ンを目指しています。弾けるのような果実味と酸のバランス、最適な熟度。豊
かな表情を見せてくれ、サラダにもメインにも合う
シャルドネです! 2,900 円（税抜）

109207313 アメリカ/赤

待望の再入荷！YOSHIKIがプロデュースするワイン！
ワイ･バイ･ヨシキ カベルネ・ソーヴィニヨン 
カリフォルニア 2017
日本ロック史上伝説のバンドとして名を刻んだ“X JAPAN”Yoshikiとカリフォル
ニアワインの父と称される故ロバート・モンダヴィの孫ロブ・モンダヴィのコラボ
レーションワイン。YOSHIKIは、現在ロサンゼルスに移り住み、カリフォルニアのワ
インにとても造詣が深いのですが、彼が納得ゆくワインをもっと日本の方に飲ん
でほしいと思いプロデュースしました！昨年よりグレードアップしてリリースです。
真紅の色合いで、ダークチェリー、プラムなど黒系果実の
アロマとバニラのような甘味のバランスが秀逸なワイン！

シラーズ種100％のフルボディタイプのスティルワインを醸造し、シャルマ方式によるステン
レスタンク内二次醗酵を行ないスパークリングタイプに仕上げた1本。豊かに広がる泡の中
からは甘く熟したベリーフルーツの香り。土っぽさとミネラル感もしっかりとあり、リッチで深
みのある味わいの果実がミックスされたような深いコクに一度飲むと魅了されます。カモや
ベリー系のソース、青かびのチーズやデザートなど幅広く料理とも合わせれます。お花見の季
節、こちらの赤スパークリングで乾杯してみてはいかがでしょうか！
現地ではアウトドアが似合うワインとして人気です！

109301082 スペイン/赤109301079

キリッと冷やしてパエリアやリゾットとご一緒にどうぞ！
パゴ・デ・タルシス アレグリア・カヴァ・ブリュット N.V
パゴ・デ・タルシスのオーナー、ビセンテ・ガルシアは、フランスで醸造学を学び、帰
国後にスペイン政府の醸造講師として数年勤め、カタルーニャの有名カヴァメー
カー、 セグラ・ヴューダスにて醸造の技術マネージャーとして勤務。金色にキラキ
ラ輝く瑞々しい色合い、華やかなフローラルの香り。細やかな泡が心地よく、フ
ルーティな味わい。バナナや柑橘系を思わせる後味。米料理（パエリアやリゾット）
と素晴らしい相性。スパイスの効いたタパスや新鮮な魚介ともGOOD!キリッと
冷やしてお楽しみください。
マカベオ80%/パレリャーダ20%

通常価格 2,450 円 →

2020年、最も注目すべき産地NY！
シャルドネとリースリングをブレンドしたNEWスタイル！
サーモン・ラン シャルドネ・リースリング 2017
ヨーロッパからの移民であり、冷涼地域でのブドウ栽培を専門とすするコンスタンティン・フラ
ンク博士によって設立されたワイナリー！設立は古くニューヨークでは珍しい1962年設立と
いう名門。西海岸に比べると冷涼な東海岸のケウカ湖畔は、主にリースリングやピノ・ノワー
ルの銘醸地として名を馳せており、AVAフィンガー・レイクスに登録されています。ステンレス
タンクにて低温発酵させ、フレッシュ＆フルーティーな爽やかな白ワインです。想像以上に果
実味とエレガントな酸のハーモニーが
広がるので、是非お試しください！ 2,700 円（税抜）

アメリカ/白109208402

通常価格 2,800 円 →

オーストラリア/泡赤109100166

当店でロングセラー！濃厚なシラーズの赤スパークリング！
ブリーズデール・ヴィンヤード
スパークリング・シラーズ N.V

2,800 円（税抜）5,500 円（税抜）

今年要注目産地！

日本新入荷！ 当店初入荷！



冷蔵品 冷蔵品

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！
チェルビアのお塩を使った甘みのある
上品なお味です
カルペーニャ産
プロシュット18M

パヴェとはフランス語で
「石畳」の意味。その名の
通り、珍しい立方体の形
をしておりますので、カッ
トせずに、上面の表皮だ
けくり抜いて、フォンデュ
のように、中身だけすくっ
て食べても美味しいです！
バターのようなコクと濃
厚さがあるのですが、白カビ特有の熟成臭はあまりな
く、白カビが苦手というお客様にも人気です。そして
一番の人気の理由が、シャンパーニュからフルボディ
のワイン全てに相性がいいこと。あまり、でしゃばらず
ワインの香り・味をそっと引き立ててくれるため、ワイ

ンのお供のチーズ選びに
迷ったら、ぜひこちらのパ
ヴェダフィノアセレクショ
ンをお選びください♪

イタリアマルケ州
ペーザロ・エ・ウル
ビーノ県カルペー
ニャの名産。とろけ
るような滑らかな口
どけ、豊かな風味。
気品漂う、“世界で
１社”しか作れない
特に希少な生ハム
です。かつてローマ
法王献上品であっ
たチェルビアの塩を
使用して作られる
ハムは甘みがあり
上品なお味です。
DOP認定商品。

人気のアラン・ミリアジャムの新作が
入荷しました！ブッラータと一緒に
食べてみてください！最高です♪
アラン・ミリア 
パッションフルーツジャム 230ｇ
世界中のラグジュアリーホテル、トップレストラン
で愛用されている、フレンチガストロミーのひと
つとして注目されている、アラン・ミリア氏の新作
ジャムが入荷しました。収穫したてのパッションフ
ルーツを使用しているので、とろけるようなテク
スチャーと爽やかな酸味と甘さのバランスが絶
妙です。フレッシュなアロマは高級な紅茶を飲ん
だ後のような余韻を感じ、小さな種の食感と相性
抜群。一緒に掲載しております、イタリア産のブ
ラッティーナに生マン
ゴーとこちらのパッシ
ョンフルーツジャムを
かけてぜひお召し上
がりください！春を飛
び越え夏が待ち遠しく
なってしまうかもしれ
ません♪

750mℓ 1,800 円（税抜） 180mℓ 800 円（税抜）

304100544 フランス

アラン・ミリアより待望の
スパークリングジュースが新発売です
アラン・ミリア 
スパークリングジュース 
ミュスカデル
１９９７年設立のフランス産プレ
ミアムジュースブランドのアラ
ン・ミリア。フルーツの持つアロ
マ、テクスチャー、風味を独自の
感性でバランスよくまるで一つ
の作品のように仕上げている
世界観に多くのファンがついて
います。初のスパークリングジ
ュースの品種に選ばれたのは
ミュスカデルです。熟した洋ナ
シのアロマに植物の青々しい
香り。ピュアな果汁に炭酸を足
しています。

304100541 フランス

301000863 フランス

パヴェダフィノアの進化系白カビチーズが
売れに売れております！
チェスコ パヴェダフィノア
セレクション ２００ｇ

冷蔵品 冷蔵品

304100536 イタリア 304009210 日本

爽やかビネガーで
春の訪れを感じてみませんか？
ア・ロリヴィエ
①シードルヴィネガー(ノルマンディー産)
②赤ワインヴィネガー(ボルドー産)
1822年創業、フランスの老舗オ
リーブオイルブランド「ア・ロリヴィ
エ」。地元パリジャンはもちろん、全
世界の食通から愛されています。①
白はノルマンディー産のリンゴで
造ったビネガー。オリーブオイルと合
わせてドレッシングにしてサラダや
魚介類に。②赤はボルドー産のワイ
ンを使用したビネガー。キャロットラ
ペや骨付きチキンのさっぱり煮込み
などにいかがでしょうか。

①304100027 ②304100026 フランス307001174 日本

眺めて飲んで楽しめる！
桜の名所から甘酸っぱい
リキュールが届きました！
ほろ酔い桜 さくらリキュールほろ酔い桜 さくらリキュール
奈良の吉野明治元年創業の老舗蔵元。天然の桜
の花の香り豊かなほのかに甘酸っぱくて飲みや
すいリキュールです。そこにあるだけで春を感じ
させてくれます。コロンとし
たボトルもなんともキュー
ト！お花見にも、お祝いの席
にも、会食の彩にいかがで
すか。
※天然の桜花（滅菌
済）を使用。桜由来の
沈殿物等に品質の問
題はございません。桜
花は食用可能です。

304100389 イタリア

イタリアプーリア州より空輸で直送される
本場の職人さんが作る、
ブラッティーナが今だけ毎週届きます！
カゼイフィチョ・アルティジャーナ
ブラッティーナ
カゼイフィチョ・アルティジャーナ
ブラッティーナ
製造してからの賞味期限が短
すぎるため、幻のチーズと言わ
れてるブラッティーナ。今回ご紹
介するのは、ブラッティーナの生
まれ故郷、本場プーリア州産の
ブラッティーナです。搾りたてフ
レッシュなミルクからつくるの
で、濃厚で、口の中に入れると
じゅわとミルクが広がります。オリーブオイルやソルトだけ
で召し上がっても美味しいですが、フルーツと一緒に食べ
るとよりブラッティーナのジューシーさが味わえます。イチ
ゴはもう食べ飽きたとおっしゃるお客様、ぜひ今回一緒に

掲載しているパッションフルー
ツジャムと一緒にお召し上が
りください！今までとは違う美
味しさが体験できますよ！
※毎週入荷しますが、数に限りが
ありますので、ご利用の方はご
予約をお勧めします。

90g 739 円（税抜）100g 550 円（税抜）

昨年末から再び大ブレイクしてます！
平牧工房 
三元豚レバーペースト
当店のロングセラー商品ですが、昨年末より再び
大ブレイクしています。三元豚の健康で新鮮なレ
バーを使用した
ペーストです。レ
バー特有の臭み
もほとんどない
のでレバーが苦
手の方でもペロ
リです。クラッ
カーやバゲットに
たっぷりとのせる
のは鉄板です
が、野菜スティッ
クにつけたり、
マーマレードジャ
ムを添えたりして
もおいしいです。

304100543 日本

人気のメゾンボワールシリーズに
新しいお味が登場です
メゾンボワール ２種のオリーブと
チーズのオイル漬け
本格的なレストランのお味を小さな小瓶に詰めて、家とワイン
とおいしい時間に拘ったシリーズを展開されているｎａｋｔｏさ
んのメゾンボワールシリーズより、新しいお味が仲間入りしま
した！まろやかなお味の黒オリーブとさわやかな酸味のグリー
ンオリーブ、プロセスチーズをニンニクがほのかに香るオイル
に漬けています。ご紹介していただいたときに思わず、ワイン
に合わないわけがないですよ
ねとお互いに言ってしまいま
した（笑）瓶を開けてまずは中
身をパクパク、残ったオイルは
たっぷりパンに浸みこませて
ジワリとお口に広がるガー
リックオイルを楽しんで…考え
るだけでお腹が鳴ってしまい
ます！

1,500 円（税抜）

1,390 円（税抜）1,500 円（税抜） 1,300 円（税抜）

各250mℓ 
①②各1,050 円（税抜）
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1,500 円（税抜）

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

20％OFF

402003494

①1,000 円（税抜）  ②900 円（税抜）
材質：耐熱ガラス（耐熱温度差120℃）※オーブン、直火使用出来ません。

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！

盛り付けるだけで
フォトジェニックな一皿に
早変わり♪
ボスカ チーズボード 
セラミック ブラック
オランダのチーズグッズメーカー、BOSKAの
セラミック素材のチーズボード。シンプルな
黒いボードは盛り付けるだけで食材を引き立
たせ華やかに見えます。チーズの他に和の雰
囲気のものやスイーツなど、盛り付ける食材
により和洋問わず使える優れものです。

①407001815 ②407001816

プリーツ加工のかわいい耐熱ガラスマグ
プリーツタンブラーマグ
①270mℓ ②200mℓ
ホットドリンクを楽しみたい時に丁度いいサイズの耐熱マグ
カップが当店に新入荷しました！ガラス製で、きれいなドリンク
の色合いが見えて、優雅な気分になれちゃいますね。全体に施
されたプリーツ加工がおススメポイント。コロンと手に包みたく
なる丸型とすらっと背の高いタイプ２種類がございます。

①407001272 ②407001697 ③402003349

ワンポイントの刺繡が入った真白な
かや生地ふきん新生活のプチギフトに！
かや生地ふきん
①スプーン＆フォーク
②フルーツ ③柴犬
蚊帳生地は古来より日本の身近な生活の中に生きづ
いてきた、実用的で通気性・吸水性に優れた製品で
す。食器を拭いたり、食材の水切りや出汁漉し等にご
利用いただけます。独特のふんわりとした風合いが優
しく、汚れや雑菌が洗い落とし易い材質です。キッチ
ンの仕事が楽しくなる便利なアイテムです。

ソムリエナイフ1本内蔵 各2,980 円（税抜）

各①②③400 円（税抜）
材質：レーヨン100％、サイズ：30×30cm

2,000 円（税抜）
サイズ：288×80×8mm、食器洗浄機使用可能

コットン100%、サイズ：約40×29cm 2,000 円（税抜）

通常価格 ①500cc 860 円 →688 円（税抜）
通常価格 ②1,000cc 1,280 円 →1,024 円（税抜）

Grab&Goシングルボトルキャリアー
①ブルー ②バーガンディー
③ブラック
人気ワイングッズブランドTRUEよりスタイリッシュなシン
グルボトルキャリーの登場！長さ調整可能な肩掛けタイプ
で内部はしっかりめのクッションで保護され、保冷機能が
ついているので持ち運びも安心です。シックなカラーバリ
エーションのボ
トルキャリー、お
花見や持ち寄
りパーティーな
ど、これからの
季節にさっと肩
にかけて軽やか
にお出かけでき
そうですね。

ボタニカル柄のランチョンマットで
華やかなテーブルを演出！
ウィリアムモリス 
ランチョンマット
19世紀イギリスの詩人、デザイナーのウィリアムモリ
スの代表的なモチーフである植物模様のお洒落なラ
ンチョンマット。テーブルを傷つけない、汚さない効果
の他に肌触りの
良いキルティング
生 地 に 優しい
アースカラーの
マットを敷くだけ
で、テーブル全体
が明るくなり見栄
えも良くなります。
ティータイムなど
も一気に華やか
になりますね。 

407001778 イギリス

バッグとして持っても可愛い
ボトルキャリー
麻製 ボトルバッグ
たまにお問い合わせがありましたボトルを横に寝
かせたまま入れられるバッグ。麻製のしっかりし
たタイプ、余裕のある作りなので少し太目のボト
ルでも入ります。持ち手はクッション性があり持
ちやすい！お気に入りのワインは可愛いバッグに
入れて持ち運たいですよね。

402003493 インド

ありそうでなかったショルダー型の
1本用ボトルキャリー

①407001774 ②407001775 ③407001776 アメリカ

450 円（税抜）

①中407001761 ②大407001539

ウォーターピッチャーとしてはもちろん
簡単なデキャンタージュにも使えます
Bormioli Rocco 
ミズーレピーゼットカラフェ
伊・アルクインターナショ
ナルのお馴染みのカラ
フェ、カフェやビストロで
絶対と言っていいほど見
かけた事がありますよね！
ワインのお供にお水は必
須。500ｃｃと1,000ｃｃの
２サイズあります。ドリン
クサーヴとしてはもちろ
ん、フラワーベースとして
も使いやすい安定したデ
ザインなので、サイズ違
いで是非揃えておきま
しょう。

イタリア ①S407001817 ②M407001818

自立できるスタンド付き！
ヒノキの香り漂う日本製まな板
四万十川 ひのきのまな板
良いものを使い続けて欲しい！というわけで新しく仕入
れたこちらのまな板。STYLE JAPANのひのきのまな板
は“間伐材”で作られています。間伐は森を健康に、川をき
れいにし、森林がCO2を吸収する営みを活性化させます。
そして間伐時にで出た木材の廃棄をできる限り削減する事
で廃棄時のSO2を抑制する事ができる点。森林の活性化
に繋がるのです。雨の多い四万十川流域で育まれたひのき
は、油脂分が多く水をはじきやすい為、お手入れも簡単！

日本402002831

とにかくシンプルに
持ち運びたい方の為の
ボトルキャリー
Pulltex 
ボトルキャリー６本用
ナイロン製のシンプルなボトルキャリーが再
入荷。スペインの人気ブランドPulltexの商
品です。畳むとコンパクトになるのにボトルが
６本入る優れもの！いつものバッグに入れてお
いて、ワイン等
お買上時にマ
イバッグとして
気軽にお使い
いただけます。
一本あたりの
幅も余裕があ
りますので、太
目のボトルも混
ぜて入れられ
ます。

スペイン

日本

①（Ｓ）2,300 円（税抜）  ②（M）3,500 円（税抜）

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！！

フランスの名門ド・ヴォギュエで修業したポー
ル・プジョル氏がセントラルオタゴで唯一無二
のワインを造るために創業したプロフェッツ・
ロック。ミシュランガイド全世界版において、
トップ50のレストラン中15以上のレストラン
がプロフェッツ・ロックワインを採用。ピノ・グ
リは、白く輝くゴールドの色調。白桃、シトラス
や洋ナシの香り。爽やかさと凝縮感のあるア
ロマによって、どんなお料理ともハーモニーを
奏でます。魚介やスパイスが若干きいたお料
理とも合います。年末にこちらのワイナリーの
試飲会を行いましたが、大好評だったホーム・
ヴィンヤード ピノ・ノワール2014年は完売。しかし、実はこち
らのワイナリーは白も美味しいんです！！ピノ・グリはニュー
ジーランド航空優良ワインとしても活躍する1本で、お料理と
楽しみたい方にお勧めです！！

イタリア最高の白ワインの造り手の
一人とも称えられる『エディ・カン
テ』。この赤ワインは、彼自身が保管
していたプライベート・ストックの希少
なワインです。使用しているブドウ品
種は・・・なんと！2000年から2010年
ヴィンテージの約10年間分のワイン
をブレンド！（※2003年を除く）　各
ヴィンテージともに、5－6年落ちのバ
リックにて発酵、3－4週間のマセラシ
オン。2013年9月までバリック熟成
を行い、アッサンブラージュ。（ブドウ
品種：カベルネ・ソーヴィニヨン25％/
メルロー25％/ピノ・ネロ25％/テ
ラーノ25％）

パルティーダ・クレウスは、イタリア・ピエモンテ出身の
オーナー、マッシモ氏がカタルーニャの土地で自給自足
の生活をしたいと思い、2000年にこの地に2haの畑を
購入したことが始まり。①はなんと7品種を同じ割合で
使用。野イチゴのような
甘酸っぱさがたまらない
チャーミングな味わい。
カシスやストロベリーな
ど赤系果実の旨みがじ
わじわと広がります。②
はカルトゥシャ・ベルメイ
という土着品種を100%
使用。白ブドウですが果
皮に色を付ける成分が
入っていて、果皮の渋み
はとても滋味深さがあり
ます。ウィスキーを思わせ
る熟成感に酔いしれてく
ださい。

ナパ・ハイランズはナパ・ヴァレーの優
良栽培農家と密接な関係を持ち、リー
ズナブルな価格でプレミアムなワイン
を生み出す生産者。1959年にブドウ
栽培を開始した、オークヴィルの南、ヨ
ントヴィルと接する地区にある「カベル
ネ最上級の畑」と評価される有名栽培
農家 Ｂ の畑のブドウを使用。(畑名は
未公表)2016年は近年のナパ・ヴァ
レーで最も傑出したヴィンテージ。濃
厚なベリーのアロマ、樽のニュアンス、
ココア、葉巻、しっかりとしたタンニン。
20-30年の長期熟成を視野に入れた
造りです。昨年同様、極少量生産のた
め、早いもの勝ちです。

今年もヴァン・ナチュールの金字塔"
パタポン"が入荷してきました！太陽に
恵まれ、収量、味わいとてもいい出来
です！（と言っても生産量は5大シャ
トー並みの少なさですが…）ピノ・ドニ
スの親しみやすいジューシーな果実
味とザクロの淡いエキスが魅力的な
一品。どんどん話題が高まる"自然派
ワイン"その中でも飲みやすく、飲ん
でおきたい代表的な銘柄パタポン。
ビオワイン、自然派ワインが気になる
方はぜひお試しくださいませ！

ダブルフックソムリエナイフのトッ
プブランド Pulltexの新色の登
場。ロゼシャンパーニュからヒント
を得て生まれたゴージャスかつ美
しさを併せ持ったカラー。ケース
は”廃プラ”の流れから紙箱にシフ
トしています。付属している専用の
ホワイトレザーケースはとてもお洒
落☆色で合わせてロゼワインと一
緒に添えてギフトにしても粋です
ね。

スペイン語でスピン(回転)という意味のシャンパンス
トッパー「Giro（ジロー）」。飲み残してしまったシャンパー
ニュやスパークリングワイ
ン等の発泡ワインを、スク
リュー式で簡単に保存でき
ます。密閉用シリコンが内
蔵された本体をボトル口に
押しはめ、本体上部を時計
回りに回すだけで簡単に
ロック出来ます。シンプルな
形状で新しいロックシステ
ムのシャンパンストッパー。
いい仕事してくれます！

当店の大人気商品「天使のミックスナッツ」はイタリア産
白トリュフ・フランス産ゲラントの塩・EXVオリーブオイル
と全ての原料にこだわり構想２年を
費やし完成した、極上のトリュフ風
味のミックスナッツです。そのトリュ
フフレーバーを使用して出来たの
が白トリュフのマカデミアナッツで
す。マカデミアナッツの濃厚なコク
と甘みがトリュフの香りと一緒に口
の中に広がるので、気づくと一袋全
部食べてしまうことも・・・

韓国のデザイナーによって設立されたGongdreenは
日々の生活にアートを取り入れ、より楽しく過ごすため
のデザイン製品を開発しています。猫の可愛らしいタグ
はティータイムに和みますよ！
パッケージの裏にはメッセー
ジもかけるので、６人のお友達
におすそ分けできます！茶葉は
スリランカのハイビスカス
ティーで、イチゴの香りをつけ
ています。

クラッハー家はノイジードラーゼ湖畔のイ
ルミッツに本拠地を置くオーストリアを代
表する生産者。このアイスワインはルーマ
ニアのワイナリー、リリアックに技術協力
をし、アメリカのシネ・クア・ノンの醸造家
マンフレッド・クランクルと共に造り上げ
た逸品！口に含むと濃縮した果実の甘味
としっかりとした酸味が絶妙なバランス
で絡み合います。フレッシュで明るい印象
ながらも、果実の旨味がギュッと詰まった
濃厚さも備えた味わい。クリームブリュレ
やブルーチーズとご一緒に！

5,500 円（税抜）

4,900 円（税抜） 1,200 円（税抜）

限定12本！

限定12本！

NEW

10,000 円（税抜）

5,200 円（税抜）

5,000 円（税抜）

800 円（税抜）

3,700 円（税抜）

素材：ABS樹脂・シリコン・アルミニウム
直径42×高さ47cm
発泡ワイン専用、ワインには使用出来ません
ボトルは立ててご利用ください

ルーマニア/甘口白109209213 フランス/赤109301030

アメリカ/赤109301106

109301048

通常価格 7,100 円 →5,950 円（税抜）

4,800 円（税抜）
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リリアック & クラッハー
アイスワイン 2017

アイスワインとしての
完成形がココに！！

304100535

ハイビスカスティー<猫>

猫好きは独り占めしたくなって
しまうかもしれません

韓国

304100372 日本

『カンテ』の究極プライベート・ストック
赤ワイン！

イタリア/赤

Pulltex プルタップス
エボリューション ローズゴールド

龍屋物産
白トリュフマカダミアナッツ

エディ・カンテ
オペラ ヴィーヴァ
ヴェネツィア・ジューリア
I.G.T. ロッソ N.V.

マカダミアナッツ好き待望の「天使のミックス
ナッツ」よりマカダミアナッツがソロデビュー！！

プロフェッツ・ロック
ピノ・グリ 2017

ミシュラン店御用達ワイナリー！お料理と
合わせるなら、こちらのピノ・グリ！ Pulltex

ジローシャンパンストッパー

ボトル口にカチッとロック、飲み残した
シャンパンを簡単に保存します

優雅な雰囲気のローズゴールド
402003492 スペイン

402003488 スペイン

ドメーヌ・ル・ブリゾー
パタポン 2018

今年も美味しいパタポン！太陽を
感じる果実味とドニスの淡さが◎！

ナパ・ハイランズ リザーヴ
カベルネ・ソーヴィニヨン・
オークヴィル 2016

昨年は瞬く間に完売した、
ナパ・ハイランズの最上級キュヴェ！

①109208415 ②109300246

パルティーダ・クレウス
①ビネッロ・ティント・
　ペット・ナット VN
②カルトゥシャ・ベルメイ・
　ペット・ナット CV

パルティーダ・クレウス
①ビネッロ・ティント・
　ペット・ナット VN
②カルトゥシャ・ベルメイ・
　ペット・ナット CV

お花見に持っていきたい
優しい味わいのペティアン！

スペイン ①赤泡 ②白泡

109206473 ニュージーランド/白

6袋 1,200 円（税抜）


