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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

6本

限定

3本

限定

2本

750mℓ 3,200 円（税抜）

アルゴンガスカプセル×3
スクリューキャップ×1
スタンダードニードル付属

1976年アメリカ独立200周年を記念して行われたブラインド・テイスティングで、ボ
ルドーの5大シャト一を含む一流ワイナリーを抑えて、第一位を獲得するという偉業を
成し遂げた伝説の銘柄です。S.L.Vは最初にワイナリーが取得し1970年に植樹した
畑から造られます。エレガントでありながらエネルギー漲る味わいで、次の40年が待
ち遠しくすら思えるポテンシャルを備えた逸品。2013は、パリティスティングの1973
年から40年周年記念として、復刻版のオリジナルラベルを採用しています。

スタッグス・リープ・ワイン・セラーズ
S.L.V. 2013
スタッグス・リープ・ワイン・セラーズ
S.L.V. 2013

アメリカ/赤109301845

1976年に「パリスの審判」で
1位となった伝説のキュヴェ！

コラヴァン モデル5コラヴァン モデル5

モデルチェンジを経て、外観がスリムに！
価格も下がって再登場しております！

残暑から秋の入口・・飲みたいワインも少し変わってくる頃でしょ
うか？開けるのがちょっともったいない高額ワインや希少ワイン
など・・コラヴァンシステ
ムがあればそんなワイン
達も少しずつ、酸化無し
の状態で長期間楽しむ
事ができます！この５月に
全モデルリニューアル
し、以前よりもお買い求
めやすくなりました！
この秋冬に向けて、ワイ
ンを楽しむ為のちょっと
いい道具・・是非ご検討
くださいませ。
（1年保証付き）

NON４
ロースティッドビートルート＆
サンショウ

NON４
ロースティッドビートルート＆
サンショウ

世界一のレストラン「ノーマ（noma）」の
元シェフが手掛けるノンアルコールドリンク！

斬新なコンセプトとジュースペアリングで世界を
席巻したベルギー、コペンハーゲンのレストラン
「ノーマ（noma）」のDNAがつまったノンアルコー
ルドリンク"NON"シリーズがリリース。
夏から日本に入ってきたばかりの最新のドリンク
です。ブドウ果汁をベースにビートルート、黒胡
椒、ベイリーフ、塩、ハラペーニョ、ほうじ茶、たま
り醤油、山椒といったボタニカルを加え、独特の
感性が光るバランスを感じることができます。
この秋、ご自宅でその新しい世界を体感してみて
はいかがでしょう？

クラシック・バローロの歴史を受け継ぐ正統派バローロ。1961年より2人の息子ジョ
ヴァンニとアルドがワイン造りをしていましたが、1969年には弟アルドが独立。よって、
この1968年ヴィンテージは兄弟が別々の道を行く直前のワインということになります。
まさにバローロの歴史が変わろうとしている一つの節目の時代のワイン。この時代はま
だ買いブドウでワイン造りをしており、もちろんカッシーナ・フランチャの自社畑もまだな
い頃。古典派バローロの最高峰と言われるジャコモ・コンテルノが如何にしてその名声
を築き上げたのか？そのルーツを探る歴史的1本です。
【ブドウ品種：ネッビオーロ100％】

ヴォーヌ・ロマネのリジェ・ベレール子爵の従弟にあたるティボー氏は2002年に財産とし
てヴォーヌ・ロマネの素晴らしい畑を相続すると同時に自らのドメーヌを立ち上げました。
所有するヴォーヌ・ロマネを代表する特級畑"リシュブール"はあのロマネ・コンティやラ・ロ
マネと言った今では数十万～数百万円するワインの隣の畑に位置します。その中でも樹
齢は最古で、ラ・ロマネから50ｍ程の圧倒的に素晴らしい好ロケーションに位置してい
ます。甘い果実の香りと時を追うごとに広がりと複雑さが帯びていく魅惑の液体…。限
定3本のみですが特別価格でご用意いたしました。
良年と言われる2017年、お見逃しなく。

Vol.932020

通常価格 55,500 円 →

49,800 円（税抜）

52,500 円（税抜）

通常価格 85,000 円 →79,800 円（税抜）

33,000 円（税抜）

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

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

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

ティボー・リジェベレール
リシュブール 2017
ティボー・リジェベレール
リシュブール 2017

フランス/赤109302052

ロマネ・コンティが所有する隣の区画！
良年2017年が3本限定で入荷！

    

ジャコモ・コンテルノ
ヴィーノ バローロ D.O.C. 1968
ジャコモ・コンテルノ
ヴィーノ バローロ D.O.C. 1968

イタリア/赤109302248

402003518

オーストラリア304100751

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

50年以上熟成したジャコモ・コンテルノ！！

    

秋に飲みたいワイン揃ってます！
食品・雑貨もご一緒にいかが？

お詫び
営業時間の変更について

新型コロナウイルスの影響で、4月末から6月末まで
休業させていただきました。
今後の営業について不透明な部分が多かった為、
ダイレクトメール、並びに会員様の誕生日クーポン
券などは現在お送りしておりません。
店舗の営業時間は11:00～19:30とさせていただい
ております。会員の皆様には大変ご迷惑をお掛け致し
ますが、ご理解、ご協力の程宜しくお願い致します。

1



冷蔵品

限定6セット！

①限定6本！ ②限定4本！

本数限定！

数量限定商品！

DM掲載特別価格20%OFF

最新技術の否定。バリックの否定。畑の拡大も否定。自然の偉大さの
みを表現する小規模生産者ながらイタリアでは誰でも知っていて、有
名メーカーも尊敬している伝統的な造り手です。発酵の温度管理を
せず、まったくバリックを使用しない伝統的手法でトップクラスの評
価のワインを生み出しています。このドルチェットも最高クラスのドル
チェット。華やかな香りはバラやスミレの花束。酸味もキレイでエレガ
ント。熟成も楽しめるしっかりしたワインです。【ブドウ品種：ドルチェッ
ト100％】

バルトロ・マスカレッロ　
ドルチェット・ダルバ D.O.C. 2017

希少なバルトロ・マスカレッロの時代に
左右されない“ドルチェット”！
希少なバルトロ・マスカレッロの時代に
左右されない“ドルチェット”！

109205758 イタリア/赤

1829年アイ村に設立。妥協を許さない誇り高きグラン・メゾ
ンであるボランジェ。シャンパンの味わいももちろんトップレ
ベルですが、映画007の公式シャンパーニュとしても注目を
浴びています。今春の映画公開も11月に公開延期となり、ま
すます注目度は高まる一方です。ジェームス・ボンドのように
進化が止まらないボランジェから、十八番とするピノ・ノワー
ル100％の新銘柄が、数量限定でリリースされました。評価の
高い2015年かつ俊逸な出来栄えとなった特級畑"ヴェルズネ
イ"のブドウがベースとなっています。ノン・ヴィンテージ表記
ではあるもの核となるヴィンテージがあり、年により核となる
畑が異なるのもファンにはたまりません。数量限定品となって
おりますので、ぜひお見逃しなく！

ボランジェ ＰＮ ＶＺ15
まもなく公開!007でおなじみのボランジェから
新たな伝説のはじまり…“ＰＮセレクション”
まもなく公開!007でおなじみのボランジェから
新たな伝説のはじまり…“ＰＮセレクション”

109302406 フランス/泡白

ベルボアは100%MADE IN FRANCEのプレミアムウイスキー。三か所の蒸留所（アルザ
ス、リール、コニャック）のシングルモルトをアッサンブラー
ジュして誕生。今ではエリゼ宮殿やエアーフランスのビジネ
スクラスでも採用されているほど。①ブルーはフレンチオー
クの新樽で熟成。フレンチバニラのエレガンスで甘やかな
香り、スムースでバランスの良い飲み心地。②ブランはソー
テルヌPCCのCH.シガラ・ラボーの樽で熟成。ソーテルヌに
由来する上品でコクのある甘みと複雑味が重なり合ってシ
ンフォニーを奏でます。ルージュはサン・テミリオンGCCの
シャトー・クロ・ド・サルプの樽で熟成。黄色い大ぶりな花々
のエレガンスなアロマ、サン・テミリオンに由来する凝縮した
赤いフルーツも顔を出します。

ベルボア トリコロール・コフレセット
プレミアムフレンチウイスキーが日本初上陸！プレミアムフレンチウイスキーが日本初上陸！

199000309 フランス/ウイスキー

①②③通常価格 2,500 円 → 各2,000 円（税抜） 幅501×奥行590×高さ1270cm／重量60kg 249,700 円（税抜）

10,000 円（税抜）通常価格 4,500 円 →4,250 円（税抜）

６月に発売の木の暖かい質感がまるで家具のような新しいスタイルの
ワインセラー。スマートな見た目に反して最大84本も収納でき、加湿循
環方式で庫内湿度を安定して保ち、扉天面に配置された操作パネルや
庫内高さ違いにつけられたLED照明など、機能性とデザイン性を兼ね
備えた魅力的な機種です。その外観からワインをゆっくりと寝かせて楽
しみたいと思ってしまいますね。

フォルスター グランセラー
SG-195GS（ウッドブラウン）84本入り

501000579

フォルスターから、インテリアにも馴染む
シックな木目調のワインセラーが登場！
フォルスターから、インテリアにも馴染む
シックな木目調のワインセラーが登場！

カードやペーパータオルで人気のアメリカのブランド「カス
パリ」は創業65年を超える老舗です。紙製品以外も展開し
ており、このアクリル製の大判チャージャーは人気商品の
一つです。割れにくい丈夫な作りとゴールドの縁取りは、食
卓等を豊かに彩ってくれます。３色並べるとトリコロール！
ちょっとしたインテリアとしても素敵ですし、この上にお皿
をのせればいつもとはちょっと違うゴージャスなテーブル
コーディネートになりますよね。

アクリル チャージャー 31cm

①403003253 ②403003255 ③403003254

丈夫で美しい！大判のチャージャーが入荷しました丈夫で美しい！大判のチャージャーが入荷しました

①②3,600 円（税抜）

①9,500 円（税抜）②9,800 円（税抜）

16,000 円（税抜）

①ナパ最北部のカリストガで古いガソリンスタンドをアメリカン・ヴィン
テージ調に改修して創立された、文字通りのガレージワイナリー。全ての
ワインは「一点もの」、オルタナティブ品種を中心に極少量生産。印象的な
ラベルは、カルトワイン「シネ・クア・ノン」を想起させます。このキュヴェは
ロックンロールが世界を席巻していた時代へのオマージュで造られまし
た。過去数年のお気に入りヴィンテージからブレンド、伝説的なロック4
大会場のいずれか1つがラベルになっています。メディアへの露出は限ら
れていますが、現地では話題の生産者です。②このキュヴェは70年代刑
事ドラマをオマージュして、《テロルテゴ》と《ピノ・ノワール》をダブル主
演のインターナル・アフェアに見立てたワイン。脇を固めるルーサンヌとピ
ノ・グリが潜入捜査中！？60%仏樽、40%米樽熟成。

タンク・ガレージ・ワイナリー　
①バック・ステージ・パス ナパ・ヴァレー NV
②ファスト&ルーズ カリフォルニア 2018

①全て一点もの！ナパで極少量生産のガレージワイン！
②現地で話題！テロルテゴとピノ・ノワールのW主演！
①全て一点もの！ナパで極少量生産のガレージワイン！
②現地で話題！テロルテゴとピノ・ノワールのW主演！

①109302357 ②109302358 アメリカ/赤

現地では「スパークリングと言えばミルミル」というほどの知名度
を誇り、日本では殆ど姿を見ることのない瓶内2次発酵、ヴィン
テージ付きスパークリングです。1987年から亡き夫にかわり、ワ
イナリーを導く妻の“ジェーン・ハンター”。彼女はニュージーワイン
産業に大いに貢献したとして【勲功章受勲者】、【世界のトップ５女
性醸造家】選出。ソフトなイースト香とリッチなフルーツの香りがバ
ランス良く備わり、優雅な余韻はまるでシャンパーニュ。いい年し
か造らず2013年は輸入元即完売、2014年は生産なし、2015年
が極少量入荷です。２０１０年は、30本のみ輸入元が大切に寝かせ
ていた超希少なバックヴィンテージ！現行ヴィンテージと同じ価格
で、驚きの熟成感をお楽しみ頂けます！

ハンターズ スパークリング・ミルミル・リザーヴ
①2010 ②2015

NZの女神と呼ばれる女性醸造家のバックヴィンテージ！NZの女神と呼ばれる女性醸造家のバックヴィンテージ！
①109301515 ②109301568 ニュージーランド/泡白

ブラン・ド・ブランの最高峰でよい年にしか造ることの許されてない幻の
シャンパーニュ『サロン』。そのサロンの規定に僅かに届かなかっただけ
のシャルドネを使い、非常にリーズナブルな価格で入手できるのがこの
ドゥラモットです。2008年のシャンパーニュ地方は、あの有名な評価誌
『ワインアドヴォケイト』で、99点という過去最高の評価を受けており、
オーナーのディディエ・ドゥポン社長も2008年のドゥラモットに対して
『シャルドネはこれまでにないほど素晴らしく50年後、60年後もまだ飲め
る、怪物ワインだ！』との言葉を残しました！店頭でも即完売だった目玉商
品、ぜひお見逃しなく…!

ドゥラモット ブリュット ブラン・ド・ブラン 2008
店頭販売からわずか数日で姿を消した幻のヴィンテージが限定入荷！店頭販売からわずか数日で姿を消した幻のヴィンテージが限定入荷！

109201170 フランス/泡白

12,000 円（税抜）

秋田県のオイル漬け専門店「ノルテカルタ」さ
んからとっておきの秋の味覚が届きました。
秋田県の名産品の発酵調味料しょっつるの
旨味×しいたけの一味違う新しいオイル漬け
です！しょっつると醤油麹使用し、バルサミコ
酢で仕上げました。しょっつるの旨味としいた
けの旨味が醤油麹によってふくらみ、クセに
なる味わいです。これは間違いなく赤ワイン
に合わせていただきたいです！

304100796

秋田しょっつる仕立て しいたけオイル漬け
しょっつる×しいたけの新しいオイル漬けです！しょっつる×しいたけの新しいオイル漬けです！

日本

台湾

シルクのような滑らかな口当たりにうっとりする爽やかなチーズ。水牛乳
にはカロテンが含まれていないため、美しい純白色が特徴です。水牛のミ
ルクは甘味が強く、深いコクがあるので、フルーツと合わせるとより一層
美味しく召し上がれます。写真では、桃やマスカットを使用しております
が、柿やいちじくと合わせても美味しいです♪今回のＤＭで紹介しており
ます「島レモンハニー」とは抜群に合います！当店女性スタッフ大絶賛の組
み合わせですので、この機会に一緒にご購入されてみませんか♪？

304100094

エクラダルページュ カマンベール ブッファラ 1/3カット
カマンベールの概念をくつがえす！！
水牛乳１００％のカマンベール
カマンベールの概念をくつがえす！！
水牛乳１００％のカマンベール

イタリア

1カット 1,045 円（税抜）120g 800 円（税抜）
※1カット約80ｇ　画像はイメージになります。実際の大きさとは異なります。
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季節商品のご案内♪季節商品のご案内♪



10%OFF

初入荷商品のためお試し価格

①通常価格 1,000 円 →900円（税抜）

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。

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 2013

イタリア/赤

いざという時のかわいい味方！一家に一つあると安心なポップなランタンいざという時のかわいい味方！一家に一つあると安心なポップなランタン

ニコニコ笑顔がポイントの置いても吊るしても使えるLEDラン
タン。フックつきの帽子部分が取り外し可能で底面にフードを
付け替え吊るせば直下が照らせて明るくなります。いざ必要に
なった時、意外と探してしまいがちな非常灯ですが、こんなかわ
いい見た目のランタンならすぐ見えるところに置いても良し、お
部屋の常夜灯やおうちキャンプにも良しです！停電時などの不
安な気持ちもスマイルで和らぎます♪

スマイルＬＥＤランタン ①ウッディーブラウン ②ラズベリー

本数限定

数量限定

1,300 円（税抜）

2,000 円（税抜）

ハンガリー402003526

HTTグラスの限定モデルが特別破格で登場！HTTグラスの限定モデルが特別破格で登場！

コストパフォーマンスに優れたハンガリー製のハンドメイドグラ
ス「HTT」より、数量限定で14ozグラスが入荷しました。スラッ
と長めの脚、持ち上げるととっても軽い！さすがのハンドメイド！
と感じます。赤・白・ロゼなど幅広く対応する程よい大きさのボ
ウルは口当たりも最高、上質なハンドメイドグラスをお得に手
に入れるチャンスです！さらに6脚セット購入は10%OFF！

WINEX/HTT 14ozワイングラス

愛媛県304100667

リピーターになること間違い無し！レモン好きは食べなきゃ人生損します！リピーターになること間違い無し！レモン好きは食べなきゃ人生損します！

海外レモンのように輸送時の防腐剤は一切使用する必要がないので皮
まで安心して美味しく食べれる国産レモンです。国産レモンの特徴は爽や
かな香りと強すぎない酸味の中にピールのほろ苦さを感じれる、大人向き
な味わいです。愛媛県の国産レモンを瀬戸内産天然生蜂蜜に漬け込ん
だ、素材も味にもこだわった珠玉の逸品。そのまま食べても美味しいです
が、ソーダ割やソーダ水、ヨーグルトに入れたり、サラダのトッピングにし
たり色々アレンジが楽しめます！その中で私のお気に入りの使い方は、ハ
イボールに入れることと、当店の人気チーズ、「カマンベールブッファラ」に
乗せることです！ぜひお試しください！

MIO BRANDｓ 
愛媛県大三島産 島レモンハニー

香港304100768

占って楽しいおみくじクッキー占って楽しいおみくじクッキー

1926年創業の香港最大規模の製
パンメーカーガーデン社のフォー
チュンクッキー（おみくじクッキー）
です。クッキーを半分に割ると、中
からおみくじのメッセージペーパー
が出てくる、歯触りのいい触感の
お菓子です。日本でもずいぶん前
に流行りましたよね！香港土産とし
ても人気のお菓子なので、旅行
行ったつもりでお家で運試しはい
かがでしょうか？

フォーチュンクッキー

②通常価格 800 円 →720円（税抜）
LED7個／単3電池4本使用（電池は付属しません） 

サイズ：口径60mm/H250mm

通常価格 4,000 円 →2,850 円（税抜）

CH.フィジャックのセカンドラベルが久しぶりに入荷！ CH.フィジャックのセカンドラベルが久しぶりに入荷！ 

サン・テミリオンの格付けでプルミエ・グラン・クリュ・クラッセBにラ
ンクされるシャトー・フィジャックのセカンドラベル。元々はフィジャッ
クの地所だったのですが、その後所有者が数回変わり、2002年に
マノンクール家によって買い戻され、2012年より正式にセカンドと
してリリースされました。外観色はガーネットパープル。グラスに注
ぐとチェリーやブルーベリー、ブラックベリーなどのとてもピュアな
果実のアロマが広がります。黒系果実のアロマと凝縮した果実の
旨味が溢れます。コクとエレガントさを兼ね備えた1本。

109302179

プティ・フィジャック 2014

フランス/赤

通常価格 8,250 円 →7,300 円（税抜）

オーストラリア老舗のトリュフに合う絶品ピノ・ノワール！オーストラリア老舗のトリュフに合う絶品ピノ・ノワール！

1924年に北イタリアからワイン造りの為にオーストラリアに移住した
ボルトリ家。3代目のダーレンが1982年にセミヨンで造った貴腐ワイ
ン「ノーブル・ワン」で世界中で瞬く間に有名になりました。古代ギリ
シャ文字の21番目の文字であるPHIは”パーフェクトバランス＆ハーモ
ニーのシンボルです。ヤラ・ヴァレー産のピノ・ノワールを自然酵母によ
り発酵（15％は全房発酵）。フレンチオーク樽10ヶ月間熟成。魅力的な
赤いフルーツの香り、立ち上るウッドスパイス。アーシーなキノコのニュ
アンス、エレガントな樽の風味がマッシュルームやトリュフ、合鴨のロー
ストと好相性。セラー熟成もおすすめです！

109105431

デ・ボルトリ ファイ ピノ・ノワール 2017

オーストラリア/赤

驚愕の味わい！スタッフ絶賛の絶品ピノ・ノワール！驚愕の味わい！スタッフ絶賛の絶品ピノ・ノワール！

ジュヴレ・シャンベルタンの名門フィリップ・ルクレール！試飲したス
タッフが大絶賛した人気銘柄がこのボン・バトン！それもそのはず、
シャンボール・ミュジニー村のブドウを使用した特別な１本！誰よりも
遅い収穫、オーク樽の長期熟成の賜物で、しなやかで女性らしさと
濃厚な果実が柔らかさを持ちながら、たっぷりのベリーのアロマの
奥から樽の複雑な香りが広がります。自宅で飲むには十分満足感を
味わえる１本！

109301850

フィリップ・ルクレール
ブルゴーニュ・ルージュ レ・ボン・バトン 2017

フランス/赤

通常価格 3,600 円 →3,200 円（税抜）

通常価格 1,680 円 →1,500 円（税抜）

豊作！ブルゴーニュの良年評価されるであろう2018年！
ルフレーヴが特別価格！
豊作！ブルゴーニュの良年評価されるであろう2018年！
ルフレーヴが特別価格！

1994年から単独経営を行っていたドメーヌ・ルフレーヴの当主アンヌ・ク
ロード・ルフレーヴ女史が2015年4月に他界。その偉大な功績の跡を継
いだのは亡くなったアンヌ・クロードの甥であるブリス・ド・ラ・モランディ
エール氏。この銘柄はソリュトレの岩周辺の、12の区画のブレンドし南東
～南西向き。20％は新樽で発酵。肉厚な味わいも楽しめるのがこのプ
イィ・フュイッセですが、2018年の豊富な太陽を感じさせる味わいは
ニュー・ワールド・ファンも満足頂けるはず！これから先ブルゴーニュが美味
しくなる季節ですので特価にてご用意！ぜひ2018年ヴィンテージをお楽
しみ下さい！

ルフレーヴ プイィ・フュイッセ 2018

24本限定価格109301937 フランス/白

ダックホーンといえばメルローで間違いナシ！
秋に飲みたいバランス感のあるワイン！
ダックホーンといえばメルローで間違いナシ！
秋に飲みたいバランス感のあるワイン！

全米No.1のメルローの造り手として名高いダックホーン。1976年設
立後間もない頃から「メルロー＝ダックホーン」と名を刻む伝説的な生
産者。このデコイは、ダックホーンのセカンド的ブランド。ソノマ産エレ
ガントなメルローです！程よい凝縮感、バランスの良さ、余韻の長さは
ダックホーンならではのスタイル。メルローの真骨頂を味わいたいな
らこのワイン！フレンチオークで12ヶ月熟成（新樽率5%）カリフォルニ
アのメルローの生産者として、飲んでおきたい1本！

デコイ メルロー 
ソノマ・カウンティ 2017

36本限定価格109101701 アメリカ/赤

通常価格 7,000 円 →6,500 円（税抜）

通常価格 6,800 円 →5,680 円（税抜）

通常価格 3,300 円 →2,900 円（税抜）

①403002742 ②403002436

通常価格 12,000 円 →10,800 円（税抜）
6脚購入でまとめ値引き

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 2,300 円 →

通常価格 4,400 円 →

通常価格 4,300 円 →

12本限定！数量限定！

数量限定！

4

109302013 フランス/泡白

フランス/白

フランス/泡白

あらゆる通販サイトで完売続出！？
今、大注目のアンリ・ジローから新キュヴェが登場
アンリ・ジロー オマージュ・オー・ピノ・ノワール N,V

109301573 フランス/赤

メドック2級のポワフェレがセレクション！
良年のボルドーをお見逃しなく！
キュヴリエ・ルージュ 2016　
（シャトー･レオヴィル・ポワフェレ）
キュヴリエ・ファミリーが"パリの高級レストランでも通用するハウスワイン"として作られた
銘柄がこのキュヴリエ。大量に納品することにより特別価格が実現！2016年のボルドーは
評価が非常に高く、辛口で果実味のバランスに富んだ嬉しいヴィンテージ。濃厚過ぎず、
甘すぎずなドライな印象です。今年の春先から販売していますが、リピーターさんも増え
てきた人気銘柄に成長中！ぜひボル
ドーワインをお楽しみください！

109302198

フランス最大手のスーパーで絶大な売り上げを誇る
美しい辛口シャンパーニュ！
ユベール・ド・クラマンジェ グラン・リゼルヴ・ブリュット N.V
試飲して即決！ユベール・ドゥ・クラマンジェはフランス国内の最大手スーパー・マーケッ
トでなんと最も良く売れているシャンパーニュ！シャンパーニュの中心地エペルネにあ
る大手メゾンにワインを提供している実力派が関係しているため味わいもお墨付き！
レモンやクリスピーな香りと軽快で飲み心地の良さはこの価格ではなかなかありませ
ん！黒系ブドウ主体でどんなお料理とも寄り添う万能型！休日や週末に楽しむシャン
パーニュとしてはピッタリ！今検討す
べきバリュー・シャンパーニュです！

109301910

13品種から織りなす至極の1本！新たなるダイス家の挑戦！
マルセル・ダイス アルザス・コンプランタシオン 2018
当店でも人気の高いアルザス至宝の天才生産者"マルセル・ダイス"現在では息
子のマチュー氏も中核的にワイナリーを支えています。従来"アルザス・ブラン"と
いう人気銘柄を踏襲する形で、新たなる名作が誕生。それが"アルザス・コンプ
ランタシオン"です。なんと13品種のブドウを混植・混醸でワインを作り上げてし
まいました！味わいは驚くほど纏まりがあり、ドライでありながらもアルザスの果
実味、透明感と見事な出来栄え。豚肉にも魚介のグリルにも多くの品種が入っ
ているからか、様々な料理を受け止めます…。白ワイン
で新たなる発見がしたい方は見逃せない1本です。

フランス/赤109301688

まさに飲み頃！仄かな塩味も感じるお値段以上のイチオシ・ボルドー！
シャトー・グラーヴ・ド・ペズ 2012
シャトー・ラフォン・ロシェ（サンテステフ･4級）のワインを担当するために移住したポ
ール氏らが"自分たちの理想的なワインを作りたい"という思いから作り上げた、味
わいを第一優先に考えた実力派の蔵元。ビジネスというより、本当においしいもの
を造りたいと考え、作り出される知る人ぞ知るシャトーです。メドックの中でも一番
大西洋に近く、塩気などを感じられるサンテステフは、日本人が好む旨味成分が強
いのではと最近思います。8年の熟成がカベルネ・ソーヴィニョン主体でも柔らかく
なっており、抜栓とともに美味しく
お召し上がりいただけます。

3,500 円（税抜）

イタリア/白

無清澄＆無濾過トレッビアーノ バックヴィンテージ2014年！
モンテラポーニ トレッビアーノ　
コッリ・デッラ・トスカーナ・セントラーレ I.G.T. 2014

109204836

モンテラポーニの畑は、キアンティ・クラッシコの中でも、繊細でエレガントなワインとなるラッダ・イン・キアン
ティの丘に位置。998年（平安時代中期）より存在しており、当時の所有者はトスカーナを納めるウーゴ男爵。
その後修道院の手に渡り、1974年に現在のオーナーとなりました。ペールイエローの外観。桃や柑橘類の豊
かな果実香と硬質なミネラル、華やかな花の香り。トレッビアーノとは思えないほどの果実味とともにフレッ
シュな酸味と綺麗なミネラルが感じられます。50％除梗しセメントタンクにて48時間のスキンコンタクト。野生
酵母のみにて発酵。旧フレンチバリックにて12ヶ月熟成。下弦の月の時期に重力に従い無濾過＆無清澄で瓶
詰め。【ブドウ品種：トレッビアーノ100％】 5,800 円（税抜）

3,500 円（税抜）

特急畑アイ村を代表する大人気メゾン。その新キュヴェが限定入荷しました！
ピノ・ノワールの亜種で、アイ村の土着品種という"プチ・ドレ"を100%使い、
アンリ・ジローが得意とするブラン・ド・ノワールに仕上げています。泡立ちを
表現したデザインとシックなカラーの箱はプレゼントにもバッチリ。18か月の
樽熟成、36カ月以上の瓶内熟成を経て作られた旨味たっぷりの新キュヴェ、
シャンパーニュラヴァーなら見逃せません！！

3,800 円（税抜）

アルザス最高峰の作り手ダイスの新作！

4年振りの新作！

レストランのワインをご自宅でお楽しみ下さい！

特価！飲み頃サン・テステフ！

試飲して即決！バリュー・シャンパーニュ！

イタリア/赤109208377

女性醸造家によるシチリア癒し系ナチュラルワイン！
ヴィーノ・ディ・アンナ　
パルメンティーノ ヴィーノ・ロッソ 2017
ヴィーノ・ディ・アンナのパルメント・ロッソ、ジュディ・キャーンズ、クヴェヴリ用に醸造したものから、
最終的にブレンドされなかったロットをアッサンブラージュし瓶詰め。無濾過、無清澄、醸造中SO2
不使用、アッサンブラージュ時に20mg/Lのみ添加。魅力的な濃いチェリーや苺の果実香。トマトや
オリーブの香りも。口中でもフレッシュな果実味が広がり、綺麗な酸味、細かいタンニンとのバラン
スが良く、余韻にも苺などのベリー系の風味が長く残ります。【ブドウ品種：ネレッロ・マスカレーゼ
95％/ネレッロ・カップッチョ、アリカンテ、
ミネッラ、カタラット、グレカニコ計5％】 3,560 円（税抜）

1,800 円（税抜）

12,000 円（税抜）

通常価格 8,500 円 →

期間限定！イタリア/泡

あのジャック・セロスとコラボした！
カンパーニアの土着品種ファランギーナの泡！
フェウディ・ディ・サン・グレゴリオ　
ドゥブル・ファランギーナ・メトード・クラシコ N.V

109205225

カンパーニアの土着品種の素晴らしさを別の方法で表現したいという願いから、シャ
ンパーニュの名手『ジャック・セロス』のアンセルム・セロス氏とのコラボレーションに
よって生まれた逸品。植物の根、ショウガ、豆類、ナッツなどの味わいを連想させ、スッ
キリとした酸と繊細な味わいは、寿司、刺身、天ぷらなど和食のお料理と相性抜群！
【ブドウ品種：ファランギーナ100％】 3,480 円（税抜）通常価格 4,700 円 →

通常価格 3,960 円 →

イタリア/白109206994

世界中の900種類以上のブドウを使用した
世界平和の白ワイン！
カンティーナ・プロデュトッリ・コルモンズ
ヴィノ・デラ・パーチェ 2012 
世界平和を願いその思いをボトルに詰めた世界にただ一つのワイン。世界中から苗木を取り寄せ、畑に
植え、それを収穫して1つのワインに仕上げています。濃い黄金色で、フレッシュなグレープフルーツ、パ
イナップルの香りにカリンや白い花やハーブなどの複雑な香りが強く感じます。厚みのある果実やほの
かにやハーブ、花、ナッツ、ハチミツなどの複雑な味わいがあります。ローマ法王やチャールズ皇太子な
ど、国を代表する著名人に“世界平和”を
願って贈られてきたワインです。 4,380 円（税抜）通常価格 4,750 円 →

スペイン/白

大人気生産者フランク・マサールの限定キュヴェが本当に旨い！
フランク・マサール エル・マゴ 2018
フランク・マサールは1991年にフランス･ロワール地方ソーミュールのソムリ
エ学校を出た後にドイツ、イギリスでソムリエに従事。1996年にイギリスのソ
ムリエ選手権で優勝、2000年からスペインのトーレスで働きながら、2004
年に自分の畑を買いドメーヌをスタート。カシスやプルーン、ブルーベリージャ
ム、干しイチジク、鉄分、潮の香り。ワインはピュアかつスパイシーでしっかり
としたストラクチャーがある。甘みのあるジューシーな果実味を骨格のある
酸、洗練されたミネラル、キメの細かいタンニンが
支えている！ 2,600 円（税抜）

109302150 スペイン/赤109302310

雑誌「一個人」スパークリング部門で第一位を獲得！ 
ナヴェラン カヴァ・ブリュュト・エスペシャル N.V.
「まるでシャンパーニュのよう」と評される超実力派のカヴァ。ナヴェランの歴史
はとても古く、ブドウ畑の起源は11世紀までさかのぼります。淡い麦わら色で、
グレープフルーツやレモン、ライムなどのアロマにほのかにミネラルのニュアンス
も感じられます。時間が経つにつれて果実の美味しさが前面に表れ、しっかりと
した印象があります。きれいな酸味と果実のバランスが非常にGOOD!泡がシ
ルクのように立ち上がるのも特徴です。雑誌「一個人」の極旨ワイン大賞・スパー
クリングワイン部門で第一位に輝きました！

1,700 円（税抜）

スペイン/泡109302021

メルロー100%で造られる珍しいブラン・ド・ノワール！ 
セラー・パスコナ ロ・ノイ・デル・サック 2019
ワイン名は、子供達に暗くなる前に帰宅するよう促すための言い伝えで「袋を
持った男」の意味。このワインの一番の特徴は何といっても「黒ブドウを使用
している」ということ。通常は赤ワインに使用されるメルローを使用した白ワ
インなんです。フレッシュなメロン、フローラル、ハチミツなどの豊かな香り。口
に含むと桃とアプリコットのニュアンスの果実が口一杯に広がり、綺麗な酸が
果実のバランスを取っている。豊潤さなどメルローが持つ魅力が存分に楽し
める希少でユニークなブラン・ド・ノワールの白ワイン。 3,000 円（税抜）

通常価格 2,100 円 →



アメリカ/ロゼ

2018は当店のみ36本の限定販売！爽やかなロゼ！
ル・プティ・ペイザン
ロゼ・ピエールズ・ピルエット 2018
カリフォルニア新進気鋭のオーナー醸造家イアン・ブランド。ル・プティ・ペイザンは彼が手
掛けるレーベルの中でも、ワイン好きの方が普段使いできる価格帯でありながら、それ以
上のクオリティを意識して造るワイン。同じ畑の中で区画が分かれて、丁寧に栽培されて
いるムールヴェードル、グルナッシュ、サンソーをブレンド。ブドウそのものが高品質のた
め、醸造はシンプルに心がけられています、天然酵母での発酵、もちろん補酸はなし。爽
やかなアタックに存在感のある果
実味。トマト料理と相性抜群です。

5

2,800 円（税抜）

ギリシャ/白

限定36本！

限定10本！

ミネラル豊かなポルトガルの美味しい白ワイン！
ヴァレ・ダ・カプーシャ フォッシル ブランコ 2017
リスボンから北に8km、海に近い場所に居を構えるヴァレ・ダ・カプーシャは1920年代
に設立された古いワイナリー。マヌエルとペドロのマルケス兄弟が2009年からワイナ
リーを運営している。リシュボア地方、DOCトレス・ヴェドラスに13haの畑を所有し、畑
はすべて2015年からオーガニック栽培の認証を取得。醸造においても“ハンズ・オフ”
なアプローチを心掛けています。この白ワインは、400L～500Lの木製とステンレスタ
ンクで醸造。葡萄の華やかさと皮ごと搾ったグレープフルーツのような旨味があり、塩
気を伴ったミネラル、チョークを感じさせるシャープさもあり
ます。ラベルの通り土壌はキンメリジャン、これは旨い！ 2,800 円（税抜）

熟成によって「味わい深さ」が増しているマルベック！
ラザフォード・ヴィントナーズ マルベック・
ナパ・ヴァレー 2013
1994年の設立からナパ・ヴァレーの高品質な畑のブドウを使用して、数々の賞を受賞
してきたワイナリー。多様な微気候と土壌の影響を受けるラザフォードに拠点を置きま
す。ナパ各地の原酒を厳選し、マルベック中心のユニークなブレンドによって複雑な風
味に仕上げられます。ブラックベリーやモカ、カカオが香る重圧なスタイルながら、熟成
が進むことで、力強さが味わい深さに変化しています。BBQなどスモーキーなニュアン
スがある料理と抜群の相性です。 3,500 円（税抜）

アメリカ/赤

ニュージーランド/白

クラウディ・ベイで創業からチーフ・ワイン・メーカーとして約25年勤めたケヴィン・
ジュッド氏が50歳という年齢を機に妻キンバリーと独立したワイナリー。クラウ
ディ・ベイではフレッシュでハーバルなスタイルのワインを目指していたのに対し、
グレイワッキでは「フレッシュ+奥行」のあるもう一段上の完成度を目指しやや遅め
の収穫を行っております。グレープフルーツやレモンの爽やかな柑橘系の香りに桃
やマンゴー、フレッシュさの中に適度な複雑味があります。ニュージーランド最高峰
ソーヴィニョンブランの一つです。

109101086

世界にその名を知らしめたクラウディベイを超える！
グレイワッキ ソーヴィニヨン・ブラン 2018

2,900 円（税抜）

オーストラリア/ロゼ109301228

グレートな食事と気の置けない友人達とのひと時に最高！
バード・イン・ハンド ピノ・ロゼ 2019
1997年に創業された家族経営ワイナリー。冷涼なアデレードヒルズでも標高
450mに位置する畑はワイン造りを行う上で、理想的な条件。醸造長はオースト
ラリアで２人目のマスターオブワインのキム・ミルン。プレミアムなピノ・ノワール
が生まれるアデレード・ヒルズのブドウを100%使用。スキン・コンタクトにより鮮
やかなサーモンピンクの色をなして、ストロベリー、桜の花びら、ジャコウを想わ
せる香り。味わいはスムーズで爽やかなドライテイストで口当たりが素晴らしい
です。2018年が大ヒット完売！
☆NEW VINTAGE☆です！ 2,100 円（税抜）

日本/赤109302017

マリアージュ～神の雫 最終章～で紹介された
最高峰のベーリーA！
ダイヤモンド酒造 
シャンテ Y.A Huit（結ひ） 2017
山梨県韮崎市穂坂地区の秀逸な契約農家さん(横内きよあき氏)が栽培したマス
カット・ベーリーAの畑の中で、特に際立ったぶどうを収穫時期を遅らせ造られる。
酸とベーリーＡの個性を生かしつつ、凝縮感溢れるワインに仕上がっています。時
間・空間を超えて、畑、農家、醸造家、小売、業務店、消費者がワインという形で繋
がれたら・・・・という思いから名づけられました。マスカット・
ベーリーAのポテンシャルを存分に感じる最高の１本！ 6,400 円（税抜）

限定10本！日本/日本酒109210026

大人気日本酒「豊盃」からこの季節だけの限定品が登場！
豊盃 純米吟醸 月秋
豊盃を造る三浦酒造は、岩木山・赤倉山系の伏流水と契約栽培された良質の
酒造好適米を用いて、造り手の顔がみえる丁寧な小仕込みにこだわって酒造
りを行う。穏やかながら青林檎のフルーティーな香り。滑らかな口当たりに、
程よい酸と柔らかな旨みのある味わいを持ち、後味のキレも良く、バランス良
く熟成した円やかな香味に仕上がっています。日本の旬の美味しい食材に合
うようにコクと旨味のある「豊盃」に仕上げました。

1,780 円（税抜）

南アフリカ/泡109302356

このクオリティでこの価格！南アで一押しの泡です！
クライン・ザルゼ・ワインズ　
メソッド・キャップ・クラシック ブリュット N.V
歴史は古く1685年にステレンボッシュにて設立されたワイナリー。現在はバッソン夫妻
が所有し、厳密な地質調査や設備投資をし、今では国内外のコンクールを獲得する素
晴らしいワイナリーです。贅沢にフリーランジュースのみを使用し、シャンパーニュ製法
（MCC）で3年間の瓶内二次発酵。長期熟成ならではのクリーミーな泡立ちにブリオッ
シュの香り、余韻も長く南アフリカの凄さが詰め込まれたような一本。この価格でこの
クオリティは他に見たことありません。 2,500 円（税抜）

109301951

109302356

芳醇で飲みごたえのあるシャルドネはやっぱりナパ！
ファースト・プレス シャルドネ ナパ・ヴァレー 2018
1924年の創業から、手摘みでの収穫や丁寧な圧搾などを行い、ハイバ
リューなワインを生産してきたワイナリー。ナパ・ヴァレーのブドウで造られた
高品質なプレミアムワインながら、リーズナブルな価格が魅力なコストパ
フォーマンスの高さが光ります。桃や熟れた洋ナシなどの芳醇な香り、溌剌と
した酸とクリーミーなフレンチ・オーク樽の香りがバランスよく加わった、絶妙
な味わいが魅力です。担当バイヤーが最近改めて品質の高さを確認したナ
パ・シャルドネです！ 3,200 円（税抜）

アメリカ/白109302365

109301955 ポルトガル/白109302207

サントリーニを代表する1本！王道品種と飲み比べてみて！
サント・ワインズ サントリーニ アシルティコ 2016
サント・ワインズは1947年に設立されたサントリーニ島の生産者組合。1,200名の組合
員がおり、島の葡萄栽培家の代表として、この地の伝統を保護しながら高品質のワイン
を醸造。風の強いこの地ではクルーラ(葡萄の樹を地面近くにらせんを描くように整え
籠のような形にして強風から守る栽培方法)と呼ばれるサントリーニ伝統の栽培方法を
行い、斜面ではペズーレス(石の大地を作り、畑仕事をしやすくして雨水を吸収できるよ
うにする栽培方法)という方法で葡萄を栽培。代表的なアシルティコは、厚みのある黄色
い果実と蜂蜜、イメージ的にはトパーズのような鉱物感のある
1本。とんでもなく旨い、店長激押しのアシルティコ！

通常価格 3,300 円 →

アメリカ/赤

濃厚で力強い、これぞ上質なナパ・カベルネ！
ベルドン・ハイツ カベルネ・ソーヴィニヨン 
ナパ・ヴァレー 2017
ナパに本拠地を置くハンドクラフトの小規模ワイナリー。「ナパ・ハイランズ」で有名なスミス・アン
ダーソン・グループが手掛けます。生産量900ケースという少なさからもわかる通り、品質を追求
して手に入れた新しいナパ・カベルネ。平均樹齢26年の無灌漑の畑と、冷涼産地のカベルネ・フラ
ンをブレンド。厳しい収量制限を行っているため、力強いアロマと素晴らしい凝縮感があり、良く熟
成したタンニンも心地よく、ナパ・カベルネがお好きな方には必ず試していただきたい逸品です。
確実にリピートしてしまう味わいです。 4,800 円（税抜）

109302142

通常価格 5,000 円 →

通常価格 4,100 円 →

4,300 円（税抜）

通常価格 3,400 円 →

通常価格 4,800 円 →

通常価格 2,500 円 →

オーストラリア/赤109007395

当店だけのソムリエ応援プライス！バロッサの偉大な生産者が造る濃厚シラーズ！
トルブレック ウッドカッターズ・シラーズ 2018
オーストラリアのバロッサ・ヴァレーと言えばトルブレックが思い描かれるくらい超有
名生産者。パーカー氏からの評価も非常に高く、７つの異なる畑のシラーズを使用し
た濃厚ワイン好きには堪らない一本。このヴィンテージもまたこのワインにとって当
たり年であり、ラズベリーと桑の実の風味が香る贅沢でしなやかな味わい、旨味の
あるモカと黒いオリーブの仄かなニュアンスが後味に広がるフルボディに仕上がっ
ています。 「神の雫」で大絶賛のバロッサのトップ生産者！！パーカーポイント100点を
獲得したラン・リグ2016年も少量
ですが、入荷しています。 2,980 円（税抜）通常価格 3,600 円 →

通常価格 2,800 円 →

店舗泡人気ランキングTOP3の実力！



※数に限りがあります。ご利用の方はご予約をお勧めします。
※数に限りがあります。ご利用の方はご予約をお勧めします。

※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！
噛むほどにオリーブの濃いお味が
口いっぱいに広がります！
イオ オリーブシード

トロリとした滑らかな口当たりの上質な気仙沼
のフカヒレと濃厚な煮込みスープの本格的な
フカヒレ姿煮セット
です。スープとフカ
ヒレを一緒に弱火
にかけるだけで簡
単にお店のお味が
お楽しみいただけ
ます。ご自宅で中
華街気分を味わう
のも楽しいですよ！
自分へのご褒美や
とっておきの記念
日に是非！

スペインの人気のオリーブオイルメーカー「io」よ
りオリーブシードが新登場です！２～３粒口に含む
とほんのりとした苦みや渋みを感じ、噛み締める
ほどオリーブの濃い味わいが口いっぱいに広が
ります。そのままワインと一緒に召し上がっていた
だくのも良いです
が、サラダに散らし
たり、ソースに加え
たり、お塩などと一
緒にシーズニング
としてもお使いいた
だけます。

当店の人気蜂蜜ＢｉｅｎｅＢｉｅｎｅシリーズに
新しいお味が登場！
ＢｉｅｎｅＢｉｅｎｅ 
ＯＡＫ ＨＯＮＥＹ (オーク）
ＢｉｅｎｅＢｉｅｎｅシリーズ
はオーガニック認証を
受けた森林や草原で
採取され、人の手を一
切加えず、ミツバチ自
身で完成させた「完
熟・純粋ハチミツ」で
す。今回は新商品の
「オーク」をご紹介。ワ
イン樽やウイスキー樽
として有名な「ヨーロ
ッパナラ」が樹液の主
な蜜源。深く濃厚な味とモルトのような香りが特徴。
強い抗酸化作用のある蜂蜜でオリゴ糖が非常に豊富
なので腸内環境を整えます。香ばしい黒蜜やメープル
シロップのようなコクのある味わい。コーヒーに入れ
たり、アイスクリームに合わせるとエスプレッソのよう
な風味に♪きな粉とも相性ＧＯＯＤ♪

25g 860 円（税抜）

304100721304100631

ご自宅で簡単に高級中華料理を
味わえます！
フカヒレ姿煮セット

冷蔵品

304100803

304100804

スペイン

ローズマリーがとても良い仕事をしています！
おいしさが止まらないチーズの味噌漬けです
ごろっとうまみ 
チーズのオイル漬（味噌＆ハーブ）
秋田県のオイル漬け専門店ノルテカルタさんからお
いしくて新しいチーズの味噌漬けが届いていますよ！
少し大きめのサイコロ状に
カットしたプロセスチーズを
しょっつるとお味噌に漬け、
ローズマリーとともにオイル
漬けにしています。ローズマ
リーの風味がいままでにな
かった味わいを生み出し、ワ
インとの相性をさらに高め
ています。常温のお品物な
のでお日保ちがするのも嬉
しいポイントです。

304100800 イタリア

スペイン日本 日本

日本

304100602

304100710

広島県

大変上品な味わいです。「雪子」なんて
呼び捨てに出来なくなりますよ♪
乳ぃーずの物語 雪子乳ぃーずの物語 雪子
広島県庄原の雪をイメージしたチーズ。熟成の若い時
は爽やかなミルクの香りとお花のような香り。熟成が
進むと、香りは少し落ち着き、ミルクのコクと旨味が増
してくるので食べるタイミングによって味わいが変わ
るチーズ工房さんの個性が出るチーズです。酵母菌
がチーズの熟成をお手伝いしている、ソフト酸凝固タ
イプといわれるチーズ。酵母菌がどのように熟成のお
手伝いをするかは、その時次第。大変気まぐれな酵母
菌とチーズ職人さんたちが必死に向き合って出来上
がるので、チーズ職人さんのソウルを感じれる魅惑の
チーズです。

冷蔵品

冷蔵品

304100642 広島県

モッツァレラチーズ好きに食べてほしい！
美味しい国産モッツァレラ見つけました！
乳ぃーずの物語 
モッツァレラチーズ
乳ぃーずの物語 
モッツァレラチーズ
国産のモッツァレラチーズは手作りで製造してるとこ
ろが多いので、チーズ職人さんのこだわりや技術が
モッツァレラチーズの中にぎっしり詰まってます。広島
県庄原市一木町の新鮮な生乳を使用した、ミルクの
香り豊かなモッツァレラチーズ。出来立てのチーズは
表面がツルツル滑らかでそのまま食べると絶妙の弾
力があります。国内外のチーズコンテストで数々の受
賞歴があるのは、製造責任者の國利さんの高い技術
力ではないでしょうか。一口食べると、ミルクの甘みが
口いっぱいに広がりますよ！

フランス

幻の豚“バスク豚”で仕込んだ
スライスソシソン！
ジュズ・デュ・ペイ・バスク　
スライスパック
ジュズ・デュ・ペイ・バスク　
スライスパック
フランス南西部、バスク地方の雄大な自然の中で放し
飼いされた“バスク豚”。薄ピンクの体に頭とお尻が黒
ブチの不思議な豚の群の画に見覚えのある方もおら
れるのではないでしょうか？しかし1980年代、“バス
ク豚”は絶滅の危機に遭遇してしまいます。これをシャ
ルキュトリ―職人ピエー
ル・オテイザ氏が保護し現
在では、3,000頭にまでに
増やすことに成功しまし
た。今回はそんな貴重な
“バスク豚”を使ったソシソ
ンのご紹介です。オテイザ
氏が丹生込めて仕込んだ
ソシソンは“バスク豚”の
持つ繊細な肉質と脂の旨
味にさらに熟成が加わり、
故郷フランス南西地方の
力強い赤ワインにもぴった
りの逸品です。

コロコロとそのまま召し上がれる
かにの実（身）です
Deep Sea Red Crab かにの実Deep Sea Red Crab かにの実
気仙沼にある蟹専門店カネダイさんより幻の蟹の爪の部分
だけを贅沢に食べやすく剥
いた状態でお届けします！
ディープシーレッドクラブは
味が良いことで知られます
が、水揚げ量がとても少な
く、希少なことから幻の蟹と
呼ばれています。獲れた蟹を
船の上で１時間以内にボイ
ル、急速冷凍し、加工時にも
１度も解凍しないため風味を
損なうことなくご家庭で召し
上がっていただけます。蟹の
爪は運動量の多い部位なの
で実が引き締まっておいしい
ですよ！

304100308

イタリアのマンマのリゾットを
お届けします
ラ・プロンタ いかすみのリゾット
いかすみペースト付き
『プロンタ』とは、イタリア語で「準備
OK！」という意味を持ちます。（「ラ」は
特に強調・限定の意味です。）その名
の通り、この『ラ・プロンタ』を使え
ば、本当にアッという間に本場のイ
タリアンが「準備OK！」に。当店でも
人気のシリーズです。おいしく作るコ
ツはきっかりお水を計ること！レシピ
はシェフでありイタリアのマンマであ
るリーナさんのレシピなのでお鍋一
つで簡単にイタリアのマンマの味が
食べられますよ！

40g 1,600 円（税抜） 100g 800 円（税抜） 200g 1,200 円（税抜）

300g 2,520 円（税抜）

120g 1,200 円（税抜）

2,000 円（税抜）

80g 985 円（税抜） 100g 640 円（税抜）

スープ200g／フカヒレ１枚

冷凍品
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根強いファンの多いデュルックのステンレスナイ
フは、各パーツが計算され尽くした絶妙なポジ
ションに取り付けられ、プロフェッショナルにも絶
大な信頼を受けているナイフの一つです。シンプ
ルでスリムなのでどんな場面でもスマートに馴染
んでくれます。ナイフはストレートで約3.5cm、ス
クリューの長さ
は55mmと、
グランヴァンを
開けるのも怖
くありません。

①1,000 円 ②1,100 円 ③1,050 円
※全て税抜き価格です。

通常価格 3,800 円 → 各3,420 円（税抜）

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

ワインと同時購入で10%OFF

3,600 円（税抜）
※2000円で、ボディの部分にネーム入れが可能です。
（仕上がり約３週間）

8,500 円（税抜）
デキャンタスデラックス本体、収納台、収納用ポーチ、
澱濾しスクリーン、洗浄ブラシ、デキャンタス用テーブルスタンド
本体サイズ：110×73×150H

3,000 円（税抜）
サイズ：W59.4cm×H84.1cm

①3,000 円（税抜）  ②3,500 円（税抜）

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！

最近はバーやビストロでもお目にかかる頻度の高い
人気のグラスが、木村硝子店の”ピッコロ”シリーズ。
脚が短いのにカジュアルな印象になり過ぎない秘密
はボウルの形状の美しさとバランス。その佇まいは洋
風、和風、どんな雰囲気にもマッチします。背丈が無い
分、自宅等で
も収納しやす
いのも魅力、
来客用やお
店用にまとめ
て揃えるのに
もおすすめの
グラスです。

これからの定番！？マスク生活を
快適にしてくれるアンダーマスク
キュアクロス アンダーマスク
マスクの内側にセットして使用する、多年性植物由来
の天然繊維100％の和紙繊維で作られたアンダーマ
スク。抗菌、消臭、UVカット効果もありさらっとした肌
触りが気持ちよく、そして蒸れないので1日中快適に
過ごせます。使
用後は手洗いし
軽く伸ばして干
せばすぐ乾きま
す。洗って繰り
返し使用でき、
最後は土に還る
ので人にも地球
にも優しいアン
ダーマスク、ぜ
ひお試しくださ
い！

当店ロングセラーのワインオープナー！使い方はとて
もシンプルで、レバーを上に引き上げボトルにセットし
一気に下ろします。もう一度レバーを上げてコルクを
抜いて完了です。素早く簡単に、失敗なくワインを開
ける事ができます。ワインを開けるのが苦手な方やた
くさん開ける時などにも重宝します。キャップシールを
剥がすフォイルカッターつきで、クリアボックスに入っ
ているので
ギフトとし
ても喜ばれ
ます。

手軽にラクレットが楽しめる電熱グリルです。上部プ
レートでジャガイモやソーセージ、パン等を焼き、下段
でチーズパンにチーズを溶かします。チーズをかき混
ぜたり、具材にかけるときに便利なスクレーパー付き。
ラクレットチーズ以外のチーズやお好みの野菜、シー
フード等をお試し頂いても面白いですね。チョコレート
を溶かして
ホットデザー
トetc。色々
試してみた
くなります♪

1,000 円（税抜）
※マスク本体ではありません。２枚入り

レーマンミランダ
①チューリップシャンパーニュ
②カラリリーシャンパーニュ
レーマンらしい繊細で華やかなハンドメイドシャン
パーニュグラス。チュー
リップのような形のボ
ウルは気泡の形成が
良くなりアロマを十分
に引き出し、カラーの
花をイメージしたリ
リーは縦に細長いフォ
ルムとすぼまった口元
で爽快な泡を堪能でき
ます。ロゼやカクテルを
入れてもテーブルが華
やぎますね。

科学の実験のような雰囲気で使い方が難しそう見え
ますが実はとても簡単！ワイングラスをセットしてデ
キャンタスにワインを注げばデキャンタを使わずに
あっという間にワインが開く優れものです。古代ギリ
シャでワインの保存のため使用されていた壺、アン
フォラからデザインされた細い円錐形チューブを通り
空気を大量に引
き込みスムース
にエアレーション
を促すよう設計
されています。ワ
イン好きへのギ
フトにもどうぞ！

花をイメージした2種類の
愛らしいシャンパングラスが入荷！

①402003511 ②402003512 フランス

手に取るまでは本物のワインボトルと間違えそうな見
た目のこの商品の招待は・・ワインを楽しむ為に欠かせ
ないツールが揃ったギフトセット！キャップシールカッ
ター、二段式ソムリエナイフ、ポワラー、ボトルストッ
パーのツール4点、更にガラス製のグラスが一脚セッ
トで専用の紙箱に入っております。ワインを飲み始め
た方へのサプライズプレゼントにぴったりですよ！
（ツール各
種：中 国
製、グラス：
ポーランド
製ソーダ
ガラス）

①402003453 ②402003452 ③402003510

扱いやすいステムの短さと柔らかいフォルムが
秀逸！ 惚れる人急増の人気グラスです
木村硝子店ピッコログラス
①10oz（340cc） ②15oz（470cc）③フルート（220cc）

見ていて飽きない！ロマンを感じる！
格付け61シャトーのラベルが並んだポスター。
メドック格付け
61シャトーポスター
メドック格付け
61シャトーポスター

402003209 フランススロバキア

フランス生まれの優良なソムリエナイフ
SCIP
デュルックステンレスナイフ

402003515 日本

402002799

フランスワイン？？ パカッと開けると
中にはワインを楽しむ為のツールが
揃ったユニークなギフトセット。
ワインツールギフトセット
（グラス1脚付）
ワインツールギフトセット
（グラス1脚付）

403003257

いつもと違った雰囲気でワインタイムを
楽しめる、デキャンタージュアイテム
デキャンタスコニサー
（６点セット）
デキャンタスコニサー
（６点セット）

73705077110

レバーを上下するだけ！ワインを
失敗なく開けることができる優れもの
ラクリス
コルクスクリューセット
ラクリス
コルクスクリューセット

402002371

嬉しいコンパクトサイズ
卓上でトローリチーズを
お楽しみいただけます。
NOUVELラクレット
デュオ スイス
NOUVELラクレット
デュオ スイス

403001744

ラトゥール、ムートン、オーブリオン・・
シャトー名を聞くだけで優雅な気分に浸ってしまえそう。そ
んな超有名な1級から順番に5級までずらりと並んだ豪華
な壁掛けポスター。勉強用に役立つ事はもちろんインテリ
アとして飾っていつでも眺めたくなっちゃいます。

6,000 円（税抜）
重量：約750g、サイズ：高さ100×幅290×奥行き105(mm)

保証1年付き

3,000 円（税抜）

① ②

① ② ③
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今欲しい、
スタッフオススメの
商品はコチラ！！

超有名ネゴシアンに桶売りしていた
フレデリック・エスモナンは１９８８年よ
りドメーヌ元詰めを開始。シャンベル
タンを始めとする４つのグラン・クリュ
を所有する。標高が高いリュショット・
シャンベルタンは、石灰質の小石がゴ
ロゴロ転がる特級畑。コンブ・ド・ラ
ヴォーから吹き下ろす冷たい風が畑
の気温を下げ、ジュヴレの特級の中
でも繊細でエレガントな味わいを生
み出す。赤い果実が香り、特級畑らし
い存在感は圧巻！

クロ・アンリにて日本人初の栽培責任
者になった岡田岳樹氏が2011年に
独立し立ち上げたワイナリー。収穫は
完全手積みで行い未熟な実や熟しす
ぎた実を完全に排除、青臭さのない
非常にクリーンな味わいが特徴で
す。リザーヴは粘土質と砂礫や小石
を含む河川土壌が幾重にも重なり
合った堆積土、樹齢も倍のフォリウム
上級キュヴェ。今年、10周年を迎えた
フォリウムですが、その中でもこの
2017年リザーヴは傑作の出来栄え！！
ぜひお試しください。

1918年設立。バルトロ・マスカレッロ
は､ランゲ地方のみならずイタリアの
ワイン界の中でもカリスマ的な個性
を放つ1人でしたが2004年に夭逝｡
娘のマリアテレーザは父の教えの通
り､バローロの伝統的なスタイルにこ
だわり続けています｡カンヌビ,サン
ロレンツォ,ルーエにロッケという4つ
の異なる特性を持つクリュで収穫さ
れたネッビオーロを混醸し､単一のバ
ローロを造る｡厳選されたブドウ､長
期間のマセレーションと大樽による熟
成を経た彼らのバローロは､長期熟
成に耐えうる酒躯を持つに至る｡ネッ
ビオーロ特有のバラの花びらの香り
や、サクランボの香りに甘草などのス
パイスが感じられます。愛らしくも力
強い伝統的なバローロ。【ブドウ品種：
ネッビオーロ100％】

小柄で人懐っこい性格から、みんな
からはストンピーという愛称でイジら
れている愛されキャラ。魅惑で繊細な
ワインを造る素晴らしい生産者です。
醸造学と栽培学の学位を取得し、ナ
パ・ヴァレー、ニュージーランドなどで
ワイン造りを経験。南アフリカに戻っ
てからは、トップクオリティのワインを
造り、世界中で人気となりました。完
全なオーガニック畑のシュナン・ブラ
ンを使用。12カ月コンクリートエッグ
タンクにて熟成。爽やかな柑橘の風
味、プチプチとした口当たりが心地よ
いです。店長、担当バイヤー共におす
すめの一本！

北海道の方にはおなじみの佐藤水産さんからワインに
ピッタリなサーモンが届いていますよ！賽の目に切った
サーモンをお醤油で下味を
つけてオリーブオイルで和
えています！そのまま食べて
よし！チーズやオリーブと和
えてバケットにたっぷり載
せて良し！もちろんサラダ
やパスタにもピッタリです！
泡から白はもちろん、ロゼ
までカバー出来ちゃいます！

ウイスキー樽として何十年もの間活躍したホワイトオー
ク樽を燻製チップにしてバターピーナッツを燻しました。
もち米から作った辛さ控えめな柿の種と合わせた、味わ
い深い柿ピーで
す。強すぎないス
モークの香がお酒
を進ませてくれる、
お酒好きに愛され
る商品です。

当店初入荷の２種類！パワーストーン等を使用する事も
多いアンオブラックらしい華やかなモデルの中でも人気
の”アルルカン”と、技術
の高い職人数名しか作
ることのできない「寄せ
木細工」モデル"オスピ
スドボーヌ"。ご存知の
通り、ブルゴーニュの慈
善施設の名称、特徴で
あるモザイクの瓦屋根
をイメージして作られた
ブルゴーニュワイン好
きにはたまらない一本。

開けたワインの保存器具でお馴染みのメーカー、『バ
キュバン』より、オリジナリティー溢れるシンプル&クール
なワインクーラー(１本用)
が新入荷しました！あらか
じめ冷蔵庫で冷やしてお
いた保冷剤(付属品)をワ
インクーラーケースの内
側に装着し、ボトルを差し
込むという、水も氷も使わ
ない簡単便利なクーラー
です。艶消しのブラックボ
ディが近未来的！

シャンボール・ミュジニーきっての人
気醸造家ジスレイヌ・バルトのバック
ヴィンテージがなんと正規インポー
ターより入荷しました。バルト女史が
最も"男性的でパワフル"と語る高い
人気を誇る一級畑"レ・クラ"。所有す
るのはG・ルーミエ、ユドロ・バイエや
ブドウを供給する所有者など含める
とたったの5人。その希少性が高いの
もあり、その華やかなワイン造りに定
評があるバルト女史の世界中で人気
が高く、市場でもなかなか見当たらな
い希少な1本。ヴィンテージは太陽の
年として知られる2009年。華やかな
花束のブーケ、繊細とミネラル、豊富
な果実味をご堪能いただきたい。

バロン･ウルマン家とドイツを代表す
るワイナリー“エゴン･ミュラー”との
ジョイントワイン！シャトーはバロン･ウ
ルマン家が所有していたが、第二次
大戦後に強制退去させられ、最近に
なってシャトーのみがウルマン家に返
還。畑はまだ国家が所有しており、そ
こで栽培される葡萄を買い、エゴン・
ミュラーが2001年から醸造をしてい
る。このカベルネは収穫後除梗し、約
2週間かけて発酵。マロラクティック
発酵後、その後様々な大きさのハン
ガリアンオークで熟成。濃すぎず優し
い、ニューワールドのような1本に仕
上がっています！

①26,000 円（税抜） ②32,000 円（税抜）

17,000 円（税抜）
3,000 円（税抜）

冷蔵品限定24本！

限定5本！

限定6本！

レアワイン！

5,000 円（税抜）

375 円（税抜）

3,500 円（税抜）

【材　質】本体：ABS樹脂、保冷剤、ポリエチレン樹脂
【注意点】通常ブルゴーニュワインボトルサイズ適応

スロバキア/赤109301957 南アフリカ/白109302288

イタリア/赤109302367

各種割引対象外

3,500 円（税抜）

180g 1,050 円（税抜）
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シャトー・ベラ(エゴン・ミュラー)
カベルネ・ソーヴィニヨン 2015

エゴン・ミュラーがスロバキアで造る
カベルネ・ソーヴィニヨン！

109302155

ジスレイヌ・バルト
シャンボール・ミュジニー
1er Cru レ・クラ 2009

たった5人しか所有していない
シャンボール人気一級畑"レ・クラ"。
ジスレイヌ・バルトのバック・ヴィンテージ！

フランス/赤

304100808 日本

304100618 日本

前菜にぴったり！サーモン×オリーブオイル

ラギオール・アン・オブラック　
アルルカン オスピス・ド・ボーヌ

龍屋物産
柿の種と燻製ピーナッツ

サーモンオリーブ

燻製屋さんの裏メニュー！お酒と相性抜群
の大人のために作られた柿ピーです！

ドメーヌ・フレデリック・エスモナン
リュショット・シャンベルタン 2017

バイヤーが大事に寝かせていた
煌めきの特級ワインを少量限定大放出！

VACUVIN　
ラピッドアイス＆ワインクーラー
VACUVIN　
ラピッドアイス＆ワインクーラー

クールなデザイン♪
素敵に非日常感を演出します

個性あるソムリエナイフを持ちたい方に！
ラギオール村の伝統の逸品をお勧めします。

①402003528 ②402003527 フランス

マザー・ロック・ワインズ
ウィーパー・フォンテイン
シュナン・ブラン 2017

旨い！旨すぎる！店長も絶賛の
ナチュラルシュナン！

カンティーナ・バルトロ・
マスカレッロ　
バローロ D.O.C.G. 2015

神バッカスが創造する“自然の奇跡”! 
「バローロとは何か･･･」

通常価格 4,800 円 →4,000 円（税抜）

通常価格 20,000 円 →18,500 円（税抜）

109302089

フォリウム・ヴィンヤード
ソーヴィニヨン・ブラン リザーヴ 2017
フォリウム・ヴィンヤード
ソーヴィニヨン・ブラン リザーヴ 2017

贈答にもおすすめ！今年10周年を迎えた
フォリウムの華やかさと力強さを兼ね備えた白！

ニュージーランド/白

404000258 オランダ109300922 フランス/赤

①

②

23,000 円（税抜）


