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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

1,690 円（税抜）

日本の伝統“越前和紙”の専用箱に入った2008個限定モデル！

20％OFF

オレゴン州ワイン協会初代会長を務め、同州のワインメーカーから最も尊敬を集めて
いると言っても過言ではないケン・ライト。毎ヴィンテージ、ケンは最終的なボトリング
の前に、セラー内の全ての樽を最新の注意を払いテイスティングします。この詳細で
広範囲なテイスティングの際にほんの数樽のみ、特に際立ち、圧倒的な素晴らしさも
つ樽を見つけることがあります。これらの樽をブレンドしたものがこの”オーリック”。、
「金を含む」または「生物をとりまくオーラ」という意味であり、ワイン自体が間違いなく
生きている事にも由来します。。このワインは2018年が初リリースで、非常に生産数
が少ない限定品です。飲み頃は今から2030年ごろ。

ケン・ライト・セラーズ
オーリック ピノ・ノワール 2018
ケン・ライト・セラーズ
オーリック ピノ・ノワール 2018

アメリカ/赤109302870

オレゴンのトップ生産者、
ケン・ライトのトップキュヴェが初リリース！！

ファットリア・アル・フィオーレ
ネコ２本セット ゲンキ&アンコ2019
【限定３セット】

ファットリア・アル・フィオーレ
ネコ２本セット ゲンキ&アンコ2019
【限定３セット】

色々と変化し過ぎた今年の年末年始・・
優しい日本ワインで癒されてください！

宮城県のワイナリー「ファットリア・アル・フィオーレ」は、仙台でイタ
リアンシェフとして腕をふるっていた目黒浩敬さんが始めました。
2016年より葡萄の木を植え始
め、2018年には体育館をリノ
ベーションし自社醸造をスター
ト。現在は奥様である礼奈さん
が責任者、山形県の信頼ある
農家さんの葡萄を使い、ワイン
が造られてます。飼われている
７匹の猫の名にちなんで生まれ
た”ネコシリーズ”。今回のセット
は、シリーズ唯一のオレンジ仕
立てのアンコ、と華やかな香り
のナイアガラ主体のゲンキ。ワ
イナリーのストーリと、じんわり
と液体が身体に染み込むよう
な優しい日本葡萄の味わいに、
ゲンキをもらってください。

ポールジロー
スパークリング・グレープジュース
2020

ポールジロー
スパークリング・グレープジュース
2020

今年もお待たせしました！！
ポールジローの季節がやってきました！

毎年好評のポールジローが今年もやってまいりま
した！コニャックの名手ポール・ジローがユニ・ブラ
ン種で造りあげる、無添加のスパークリング
ジュース。2020年のヴィンテージ入りのジュース
ですので、プレゼントにも最適！爽やかで酸味のあ
る、美味しい1本、いかがでしょうか？今年がどん
な味わいになっているのか(毎年味わいが違う)楽
しみです♪

1859年設立。現在は4代目アンジェロ・ガヤ氏と、5代目を担う3人の子供たちとともに
ワイン造りをしています。『ダルマジ』という名前の由来は有名で、アンジェロ氏がピエモ
ンテの質の良いブドウ畑に植えてあったネッビオーロを引き抜き、カベルネ・ソーヴィニ
ヨンを植えたところ、父親の3代目ジョヴァンニが「なんて残念なことを！（＝ダルマジ！）と
叫んだと言われています。当時としてみればピエモンテにカベルネなんて・・・ばかげたこ
とにしか見えなかったと思われますが、現在のダルマジの世界的大成功を見るとアン
ジェロ氏の類まれなるセンスが証明されています。まさにスーパーピエモンテとでも言う
べきワインです！

「神からの祝福」とさえ例えられるシャンパーニュ2008年ヴィンテージ。当店がイチ
オシするテタンジェのトップ銘柄コント・ド・シャンパーニュから、満を持して発表され
ました。聖地コート・デ・ブランの5つの特級畑のシャルドネを使用。壮大なスケール
と繊細で緊張感のある香り、荘厳な面持ちを感じられます。上品かつ生き生きとし
た香り、力強く完熟な円み、バランス、ハーモニー。今回は日本特別品として“越前
和紙”の専用化粧箱に入れてご用意しております。
2008セット限定。

Vol.942020

38,200 円（税抜）

20,000 円（税抜）

35,000 円（税抜）

限定

3
セット

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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テタンジェ コント・ド・シャンパーニュ 2008
リミテッド・エディション
テタンジェ コント・ド・シャンパーニュ 2008
リミテッド・エディション

フランス304006321

日本109210031

フランス/シャンパーニュ109302882

奇跡のヴィンテージ2008年！
コント・ド・シャンパーニュ日本限定モデル！

    

ガヤ　
ダルマジ 1999
ガヤ　
ダルマジ 1999

イタリア/赤109302868

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

21年以上熟成したイタリアワインの帝王『ガヤ』！

    

通常価格 6,400 円 →5,120 円（税抜）

クリスマス&年末に飲みたい
ワイン揃ってます！

年末年始営業時間
休業のお知らせ

12/18（金）～12/30（水）11：00～20：00
延長営業しております！

12/31（木）10：00～18：00

1/1（金） 休業

1/2（土） 休業

1/3（日） 通常営業 11：00～19：30
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冷蔵品

限定2本！限定アイテム！

① ②

① ②

007のみならず映画ファン必見！名実ともに備わった人
気メゾン“ボランジェ”からジェームズ・ボンドでお馴染み
の映画“007”とのコラボレーション・アイテムがこの年末
限定で入荷！こちらは先日公開された「ノー・タイム・トゥ・
ダイ」の公開を記念し発表された限定銘柄！なんとボトル
ネックに007と愛銃のデザイン！年末にご自宅で映画を
見る際はぜひこちらの限定モデルとどうぞ！

ボランジェ・スペシャル・キュヴェ・
007リミテッド・エディション N･V

映画ファン必見！今しか購入できない
ボランジェ００７限定アイテム！
映画ファン必見！今しか購入できない
ボランジェ００７限定アイテム！

109302880 フランス／シャンパーニュ

瓶内二次発酵、25ヶ月以上の長期熟成で造られるイタリア最高峰の
スパークリング「フランチャコルタ」。カ・デル・ボスコが30年にわたっ
て培った経験と、ワイン造りへの情熱、そして魅了させる味わいへの
探求がすべてが集まって造り出された、まさに「フランチャコルタの真
髄」とも呼べる味わい。一度は飲んでおくべき、イタリアのスパークリ
ングワインの一つです。こちらはハーフサイズ、通常の750mℓ、
1,500mℓ、3,000mℓと在庫ございますので、用途に合わせてお楽
しみ頂けます。28ヶ月間の熟成による柔らかい泡が素敵です。

カ・デル・ボスコ フランチャコルタ
キュヴェ・プレステージ N.V

カ・デル・ボスコが世界に誇るフランチャコルタの名品！カ・デル・ボスコが世界に誇るフランチャコルタの名品！
109100835 イタリア/泡

カリフォルニアワインの父「ロバート・モンダヴィ」を父に持つマイケル・モ
ンダヴィの新たに設立したワイナリー。その中でもエンブレムはその名
の通り、渾身の上級キュヴェ！常にナパのカベルネの最前線に居続ける
卓越した醸造技術。リッチなカシスやブラックベリーに、表面をしっかり
焦がした贅沢なクリーム・ブリュレのようなニュアンスが微かに感じられ
ます。エレガントで豪華なスタイルはさすが！フレンチオークで18ヶ月熟
成（新樽率47%）ナパ・ヴァレーの伝統を受け継ぐ素晴らしい1本！綺麗な
エッチングボトルがクリスマスにピッタリ！と思ったので、今回は年末限定
の特別価格でのご案内です。

エンブレム ナパ・ヴァレー 
カベルネ・ソーヴィニヨン 2016

モンダヴィ家の芸術を受け継ぐ素晴らしいカベルネ！モンダヴィ家の芸術を受け継ぐ素晴らしいカベルネ！
109209105 アメリカ/赤

WA100点満点！ディケムの輝かしい歴史のなかでも伝
説的なヴィンテージになるであろう2015年の蔵出しバッ
クヴィンテージ！ソーテルヌ、いや世界の極甘口ワインの
頂点に君臨し続け、格付けも唯一プルミエ・クリュ・シュペ
リュール（特別1級）にランクされている別格のスーパー
シャトー。1本のブドウの樹から造られるワインは、わずか
グラス1杯分。それは徹底した収穫制限、選別が行われて
いるから。美しいまでに黄金色に輝く色調。ハチミツやア
プリコットの甘美な香りとトロリとした上品で凝縮した甘
みが完璧なまでの優雅なハーモニーを奏でます。

シャトー・ディケム 2015 専用木箱入
WA100点！ディケムの蔵出しバックヴィンテージ！WA100点！ディケムの蔵出しバックヴィンテージ！

109301604 フランス/極甘

通常価格 79,200 円 →73,000 円（税抜）

通常価格 5,000 円 → 4,800 円（税抜）

通常価格 5,500 円 → 4,790 円（税抜）

50g 通常価格 8,000 円 → 6,500 円（税抜）

通常価格 6,200 円 → 5,800 円（税抜）

各2,800 円（税抜） 容量：約440ｍℓ/素材：グラス18-8  ステンレス鋼/重さ：約175g-180g 18,000 円（税抜）

8,500 円（税抜）

地中海の最も美しい島々のひとつであるミノルカ島にあ
るアディルサ社は洗練されたギフトアイテムを製造して
います。ヴィンテージ感のあるフルーツピックは冬のテー
ブルで存在感を放ちます。残念ながら廃盤品の為現在庫
のみで販売終了となります、贈り物にもぴったりですの
で、是非お買い逃がしなく！

アディルサフルーツピック
①ハート②ティーポット

①402002861 ②402002924 

１本ずつディテールの凝った
デザインが素敵なフルーツピック
１本ずつディテールの凝った
デザインが素敵なフルーツピック

プロ顔負けの味わいがご家庭で楽しめる、革新的アイテム！ぜひお試し下さい！プロ顔負けの味わいがご家庭で楽しめる、革新的アイテム！ぜひお試し下さい！
在庫限りで終了

≪プリリ・ヒルズ≫は、ボルドー右岸のポムロールとサンテミリオンのグラ
ンクリュにインスパイアされた、秀逸な赤ワインを生産するブティックワ
イナリーです。プリリヒルズの最も特徴的なエキゾチックなフルーツや、
花、スパイス感が広がる。ヴィンヤードでは、有機またはバイオダイナミッ
クでの管理を行っています。ワイナリーでは100％除梗して、4-5日低温
下で醸し。自然酵母中心の発酵で22ヶ月間フレンチオークで熟成。新樽
は約30%使用。蔵出しまでに5年以上の瓶内熟成も行っています。

プリリ・ヒルズ 
クレヴドン・エステート 2014

飲み頃まで決してリリースしない
偉大なボルドーに匹敵する美味しさ！
飲み頃まで決してリリースしない
偉大なボルドーに匹敵する美味しさ！

109302874 ニュージーランド/赤

幼い時から祖父が畑で作業するのを見ていたティアゴ・サンパイオは、
普通の高校に行く傍ら、農業専門校を並行履修し、大学でも栽培・醸造
を勉強。その後オレゴンで5年栽培・醸造経験を積み博士号を取得して
いる醸造家。非常に細かく繊細、でもしっかりと圧を感じる泡の様子は
世界中のペティヤンの中でもトップクラス。アルヴァリーニョ、モスカテ
ル、ラピガートを使用しており、爽やかなハーブやグレープフルーツの
香り。想像されるそのままの味わいが口いっぱいに広がります。アペリ
ティフはもちろん、フルーツサラダと共に楽しめる1本です♪

フォリアス・デ・バコ ウィヴォ 
ペット・ナット ブランコ 2018

クリーンでナチュラルな、優しいポルトガルのペティヤン！クリーンでナチュラルな、優しいポルトガルのペティヤン！
109302673 ポルトガル/泡白

3,200 円（税抜）

イタリアで養殖ののち、フランスで熟成されたバエリ・
ロワイヤルのキャビア。こちらはヨーロッパで最も多く
養殖されているシベリアチョウザメの卵。ダークグレ
ーの粒は、口に含んだ時クリーミーで柔らかな質感が
楽しめます。たっぷり50グラム入りなのもウレシイ。品
質と価格のバランスの良い、優れたコストパフォーマ
ンスのキャビアです。ご存知の通りキャビアとシャンパ
ンは最高のマリアージュ！冷製パスタにたっぷりトッピ
ング！などなど1年間頑張った自分へのご褒美にいか
がですか？

304100185

ル・キャビア バエリ・ロワイヤル
たっぷり50グラム入り！ご自分へのご褒美にいかが？たっぷり50グラム入り！ご自分へのご褒美にいかが？

フランス

スペイン

ホクホクほっこりした食感で、栗の香りが高い和栗ペ
ーストと、コクがあってしっかりとした味の洋栗のグ
ラッセを合わせた大変贅沢な逸品です。蜂蜜を使用
して煮詰めているので、甘すぎず、しっとりなめらか
な食感が最高です！保存料・酸味料・ペクチンなどの
添加物は不使用の体にも優しい「栗の極み」が今年
も入荷しました！昨年はあっという間に完売してしま
いましたので、数が必要なお客様はご予約をお勧め
致します。

304100345

ローズメイ 栗の極み

和栗と洋栗の贅沢栗尽くし！
贅沢極まりない栗三昧の逸品
その名も「栗の極み」！！

和栗と洋栗の贅沢栗尽くし！
贅沢極まりない栗三昧の逸品
その名も「栗の極み」！！

日本

バーグッズに定評のある、グラスタオルが当店でも人気のバーディーが作るタンブラーセ
ット。スパークリングタンブラーはビールを注ぐとクリーミーできめ細やかな泡立ちに、ブレ
ンディングタンブラーは水割りなど、タ
ンブラーの内側につけられた研磨筋に
よりかき混ぜるとミクロの気泡がアルコ
ールと水分子を包み込み、まろやかな味
わいに。独自の高い技術で研磨された
微細な凸凹でそれぞれのポテンシャル
を引き上げる2つのタンブラー、ぜひ
色々な飲み物でお試しください！桐箱入
りでプレゼントにもおすすめです。

402003433

BIRDY. スパークリング&ブレンディングタンブラーセット

日本

1,380 円（税抜）※季節限定商品のためなくなり次第終了となります。

亜鉛合金/シルバーメッキ､ステンレス
ピック長さ：約10cm

2

季節商品のご案内♪季節商品のご案内♪



冷蔵品

10～20％OFF
１２月末まで開催！

今を時めく注目シャンパーニュ生産者！

①通常価格3,800 円 →

3,230円（税抜）

②通常価格4,000 円 →

3,600円（税抜）

③通常価格3,500 円 →

2,975円（税抜）

限定12本！

ネット・SNS掲載NG価格!人気生産者の上級キュヴェが驚きの価格！ネット・SNS掲載NG価格!人気生産者の上級キュヴェが驚きの価格！

当店でも大人気の生産者であるブルゴーニュを代表する生
産者であるフレデリック・マニャン。その中でも高い人気があ
る、クール・ド・ロッシュ2016年はなんと1年寝かされていた
バックヴィンテージを当店が年末用にごっそり仕入れました！
そのため価格も通常では考えられない価格で販売！2016年
は繊細なヴィンテージで、繊細な味わいと従来の果実味も落
ち着きを見せ、今が一つの飲みごろと思います！ぜひ年末年
始の少し贅沢なお料理と共にお楽しみください！

109302879

フレデリック・マニャン
コート・ド・ニュイ・ヴィラージュ ２０１６

フランス/赤

冬のシャンパングラスSALE！最大20％OFF！冬のシャンパングラスSALE！最大20％OFF！

今年は賑やかな会場に足を運ぶ機会はグンと減りそうです
よね。しかし逆にご自宅で優雅にワインを楽しむ機会が増え
るかと思います！そんな時は是非グラスにもこだわっていた
だきたい☆華やかな季節に合うのは…やっぱりスパークリ
ング。当店お取り扱いブランドの中でもおすすめ&ご自宅で
も使いやすいシャンパングラスをピックアップしてみました！
SALE期間中にどうぞお試しください。

①WINEX HTT キュヴェシャンパーニュ
②RIEDEL VINUM キュヴェプレステージュ
③Lehmannミランダ カラリリーシャンパーニュ

本数限定

①
②

③

日本304100690

今回限りの大特価！ジロールをお持ちのお客様！
朗報です！和製テットドモワンヌを試してみませんか！
今回限りの大特価！ジロールをお持ちのお客様！
朗報です！和製テットドモワンヌを試してみませんか！

第12回ALL JAPANナチュラルチーズコンテストにて最優秀賞の農林
水産大臣を受賞したフリル。通称「和製テットドモワンヌ」。当店は普段
は100gカットにて販売しているのですが、当店の常連様はジロール
保有率が大変高いので、今回はハーフを数量ですが、確保いたしまし
た！ジロールで花びらのように薄く削って食べる味わいとスライスした
時の味わいの違いをどうしても知ってほしく、今回限りで、単品価格
より10％OFFで販売いたします。生産量が大変少ないチーズですの
で、店頭・ネットショップ在庫ある限りで終了とさせて頂きます。

川瀬チーズ工房 フリル ハーフ

イタリア304006283

限定12本!出来立てホヤホヤのフレッシュなオリーブオイル！限定12本!出来立てホヤホヤのフレッシュなオリーブオイル！

「フルット・ディ・アウトゥンノ」とは秋の実りの意味。その名の通り、
今年の秋に収穫されたオリーブの実を絞って造った、超新鮮なオ
リーブオイルです。収穫後24時間以内に搾油、瓶詰めし、空輸に
て日本に届きました。アルドイノ社は1870年の創立。高品質な
オリーブ製品のメーカーとして古くからリグーリア州に拠点を置
き、小規模ながらその名は世界中に知られています。通年商品の
オリーブオイルは当店でも長年に渡る大人気商品。出来立てホ
ヤホヤのフレッシュな味わいをご堪能ください。限定12本。

アルドイノ EXVオリーブオイル 
フルット・ディ・アウトゥンノ 2020

幅400×奥行526×高さ1,205cm/42ｋｇ

通常価格 4,900 円 →3,600 円（税抜）

その美味さ、ウルトラ級！「noma」でオンリストされた
若手No.1注目生産者が限定入荷！
その美味さ、ウルトラ級！「noma」でオンリストされた
若手No.1注目生産者が限定入荷！

シャンパーニュ製法（トラディション）を超えるウルトラな味わいのシャン
パンということで名付けられた彼のスタンダードキュヴェ。有名評論雑
誌では「シャンパーニュの宝石」と例えられ、あのNomaや三ツ星レスト
ラン「ピエール・ガニャール」でもオンリストされています。柑橘系の香り
の中に、香ばしさや甘さがあり、毎回価格以上の味わいが楽しめる素晴
らしい生産者です！家飲みシャンパーニュで迷ったら必ず一本お手に
取ってみて下さい！

109300367

ラエルト・フレール ブリュット
ウルトラディション N,V

フランス/シャンパーニュ

通常価格 5,800 円 →5,300 円（税抜）

オーストラリアの首相が公式行事にて
使用するワインとしても有名なワインです。
オーストラリアの首相が公式行事にて
使用するワインとしても有名なワインです。

アッシュブルック・エステートは西オーストラリアのマーガレットリヴァーに
てブドウ栽培に最適なフランス・ボルドーに近い土地を見出した前代オー
ナー、トニー・デヴィットが1975年に開園した小規模のワイナリー。発酵
は約4週間､温度調節システム付きのステンレスタンクにて（18～20℃）。
自然酵母使用。フレンチオーク新樽50％及びステンレスタンク50％にて
8ヵ月間熟成後、両ワインを1月かけてブレンドする。 熟成したピーチやメ
ロンのアロマを併せ持つ。樽感も充分に有る。複雑性は長く残るワイン。

109302873

アッシュブルック シャルドネ 2017

オーストラリア/白

日本人による日本人のための絶品ピノ・ノワール！日本人による日本人のための絶品ピノ・ノワール！

特に日本食に合うワインを目標に日本人醸造家 中村倫久（ノリヒサ）氏が設
立。日本でソムリエとしてホテルで務めたのち、醸造家を目指して渡米、名門
UCデイヴィス校で学び、ハイジ・バレットなどの著名なワインメーカーのもと
経験を積み、2010年自身のワイナリーを立ち上げました。水車を意味するワ
イン名の通り、味の連動性と快活さに溢れたピノ・ノワールは、名栽培農家サ
ンジャコモのブドウを使用した一級品。私たちにとって生活の一部であるワイ
ンを、もう一段階引き上げるような純粋なワインです。

109203929

ノリア ピノ・ノワール 
サンジャコモ・ヴィンヤード 2018

アメリカ/赤

通常価格 5,800 円 →4,980 円（税抜）

100gあたり 通常価格 680 円 →612 円（税抜）通常価格 3,600 円 →3,300 円（税抜）

通常価格 85,000 円 → 71,800 円（税抜）

世界中にファン多数！カンテのピノ・ネロが遂に入荷！世界中にファン多数！カンテのピノ・ネロが遂に入荷！

1840年頃からワイン造りを行いイタリアに於けるコシュ・デリのような存在
とも評されるエディ・カンテ。カルソ地区の立役者であり初代会長でもある、
この地区を代表する偉大なる生産者。旧バリックにて約1ヶ月マセラシオン、
発酵後、同容器にて24ヶ月熟成。ステンレスタンクで安定させ、濾過せず瓶
詰め。ほのかにオレンジがかったルビー。ラズベリーやクランベリーなど小さ
い赤い果実の澄んだ果実香にタバコやスパイスのニュアンスが加わり非常
に複雑なアロマ。彼が表現したいワインを独創的なエチケットが物語ってお
り、難しくも美しいテロワールをあますところなく表現したカンテの中でも特
に手に入らない逸品。数量限定の特別価格です。

カンテ ピノ・ネロ セレツィオーネ 
トレヴェネツィエ I.G.T. 2016

109302569 イタリア/赤

一度飲んだら忘れられない味わい。驚きました。一度飲んだら忘れられない味わい。驚きました。

日本、アメリカで大人気ブランドとなった“ジョエル・ゴット”こちらはジョ
エルの父カリー・ゴットが相棒のケリーと一緒に造る素晴らしいヴィオ
ニエ。自社畑ベッツィーズ・ヴィンヤードがあるナイツ・ヴァレーはソノマ
の北東部に位置し、複雑な地形と高い標高から温暖さと冷涼さを併せ
持つ多様性のあるスタイルのワインを生み出します。完熟させ干した黄
桃、上質な蜂蜜や東洋系のスパイスを感じ、柔らかなテクスチャが口中
を包みます。広東料理などのコクのあるディナーと一緒に楽しみたいワ
インです。初回、二回目の入荷では瞬く間に売り切れてしまった人気を
誇ります。

ロウアー ヴィオニエ ベッツィーズ・
ヴィンヤード ナイツ・ヴァレー 2016　

109302770 アメリカ/白

通常価格 7,100 円 →5,980 円（税抜）

通常価格 2,900 円 →1,690 円（税抜）

通常価格 3,200 円 →2,400 円（税抜）

※1ホールあたり450ｇ～600ｇ前後。価格は重量によって変わります。

ネットショップでご購入の場合はご連絡下さい！

①402003405 ②402002023 ③402003512

人気の小型サイズのワインセラー、
ワインレッドのカラーでお部屋のアクセントに！
人気の小型サイズのワインセラー、
ワインレッドのカラーでお部屋のアクセントに！

今年はカラーバリエーション豊富な機種が多数発売となったフォル
スターのワインセラー。こちらの２温度帯ワインセラーは赤白の飲み
頃温度やそれぞれの貯蔵温度、銘柄別の熟成用などと、幅広くご使
用できます。最近のニーズにこたえ、縦長のスリムな外観で置き場
所もとりません。扉の部分のみワインレッドのカラーで、ボディーは
ブラックなのでインテリアの一部としてキッチンやお部屋の良いア
クセントになってくれるでしょう。

フォルスター ホームセラー34本入り 2温度帯 
FJH-108GD ワインレッド

501000574

10%OFF 数量限定

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 2,800 円 →

4

フランス/赤

フランス/白

109206962 フランス/ラングドック

圧倒的コストパフォーマンス！ラベルの華やかさと、
十分なボディーが食卓を素敵に彩ります！
シャトー・アントニャック
ラ・クロズリー・デ・リ クレマン・ド・リムー ＮＶ
南仏のシャルドネの聖地、リムーにて造られるデイリークレマン！ラングドック
という暖かい産地からは想像もつかないほど上品に仕上がっており、シトラ
スフルーツや、バターをたっぷり使ったクロワッサンのような香ばしさが、優し
い泡に包みこまれながら、口いっぱいに広がります。ちょっとしたワイン会やク
リスマスプレゼントなどに是非いかがでしょうか！

109302881

大人気銘柄が帰ってきた！
良年2017年の絶品マコンが17％オフ！
ヴェルジェ マコン・ヴィラージュ テール・ド・ピエール2017
ブルゴーニュ・マコン地方の白ワインの魔術師として名を馳せるトップ生産者
のひとつである"ヴェルジェ"。その蔵元から人気銘柄が特別価格で新登場！
すっきりと飲みやすいマコネ地方の白ワインに芳醇麻さとコクがプラスされ
た味わいはシーンを選ばず人気です！豊作かつ、評価の高い2017ヴィンテー
ジでこの価格はフランス,ブルゴーニュ・ファンなら買わずにはいられません！
バイヤーイチオシの人気銘柄が
特別価格！

109302552

ボルドー2級のピション・バロンが手掛けるデイリー・ボルドー！
キャップ・ロワイヤル ルージュ 2016
（Ch.ピション・ロングヴィル・バロン）
前回入荷するや否や瞬く間に完売した注目を浴びたデイリ－・ボルドー！それも
そのはず！あのポイヤックにシャトーを構える、メドック2級シャトー"ピション・ロ
ングヴィルバロン"の技術責任者が監修するユニークな一本！良年2016年の
緻密でバランスの良い果実味と多くのグランヴァンを生み出したノウハウが
応用されています！いつもの赤ワインに飽きた…。と思われたらぜひ一度お試
しください！この季節にピッタリの
フルボディです！

フランス/赤109302235

今年も旨い！ＤＲＣ社の元栽培責任者であるヴァン・サンルグーの単独所有畑！
ヴァンサン・ルグー ブルゴーニュ オート・コート・ド・ニュイ 
ルージュ レ・ボー・モン・リュソ2017
2017年はリッチで妖艶な味わいです！DRC社のグラン・エシェゾーとエシェゾー
の元栽培担当だったヴァンサン・ルグーが造り出す極上のモノポール！畑はあのヴ
ォーヌ村のボーモンから北西方向にシャ弁を上がってすぐの所にあります。冬の
季節に嬉しい豊かな赤・黒系果実味と程よいボリューム感、妖艶な味わいが楽し
めます。2～3日は落ちることなく、初日と違う可愛らしい果実味が顔を覗かせま
す。ブドウの熟度を感じさせる嬉しい正統派ブルゴーニュ！

2,300 円（税抜）

イタリア/赤

『ガンベロ・ロッソ2020年版』年間最優秀赤ワインがこれ！
ピアッジャ カルミニャーノ D.O.C.G. リゼルヴァ 2016

109204834

最も著名なイタリアワインの評価本『ガンベロロッソ』は毎年、イタリア全国から集められたワインを、年末ご
ろに翌年版として評価を発表するワインガイド。その評価はグラス（ビッキエーリ）で表示されます。最高評価
が3グラス（トレ・ビッキエーリ）で、このワインはその中でも2020年版の年間最優秀赤ワインに選ばれまし
た！2016年ヴィンテージは、同じくワイン専門誌のワインアドヴォケイトにおいてサッシカイアやマッセートな
ど多くの100点ワインが誕生した年ですが、ガンベロロッソではそれらの100点ワインを抑えての最高評価
がこのカルミニャーノ・リゼルヴァです。完熟した赤や黒の果実のアロマ中にタバコや腐葉土のニュアンス。
タンニンはきめ細かく、更に複雑な風味が繰り返し感じられます。フレンチ
オークバリック（新樽比率10％）にて24ヶ月熟成、瓶熟成6ヶ月。 6,700 円（税抜）

4,700 円（税抜）1,600 円（税抜）

年末特別価格！

フランス/シャンパーニュ109202206

当店でしか手に入らない、超熟シャンパーニュ！
世界3000本、日本240本の限定品です！
パスカル・ポンソン
ラ・プティット・モンターニュ エクストラ・ブリュット N.V
年間生産3000本！生産量の少なさから、オートクチュール・シャンパーニュとも呼ば
れ、当店でも売り上げトップに君臨し続ける人気蔵元ポンソン！お店で4年ほど寝か
せたこのキュヴェは、エクストラブリュットとは思えないほど熟した果実とボディの厚
さをもち、酸との素晴らしいバランスを感じさせます。まさに一つの飲み頃を迎えて
いる絶品シャンパーニュです！ 6,800 円（税抜）

当店単独販売です！

華やかなラベルはプレゼントにもオススメ！

当店人気ブルゴーニュ！

白ワインの魔術師が贈る絶品マコン！

イタリア/赤109207702

約20年熟成のバルバレスコ・リセルヴァ 1999年！
ロベルト・サロット バルバレスコ D.O.C.G. 
リセルヴァ 1999
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。スパイシーでなめし皮の要素が感じられる香りと、
非常にやわらかい味わい。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！！セラーストックの中
では今年一番売れているバルバレスコです！ 6,000 円（税抜）

2,600 円（税抜）

イタリア/白

プラネタの濃厚で旨いシャルドネ！
プラネタ シャルドネ シチリア メンフィ D.O.C. 2018

109108552

世界における“シチリアワイン”の基礎を築き、日本に初めてシチリアの凄さ
を見せ付けたのがこのプラネタ社が造るシャルドネ！！木樽による発酵&熟成
で、心地よく、力強い香りが特徴的。フルーティーでリッチ、力強く豊かな味わ
いがいつまでも口中に残ります。白＝お魚料理のイメージが強いですがこの
ワインは鶏肉や豚肉などの白身のお肉にも負けないしっかりと樽のきいた味
わいです。

6,500 円（税抜）

イタリア/赤109002646

3年ぶりにナチュラルバルベーラが帰ってきました！！
トリンケーロ ロッソ・ラシーヌ 2016
いつまでも飲んでいたくなり、グラスが放せなくなる美味なバルベーラ。優しさに
溢れ、しっかりしているのにエレガント。アスティ地区で一番にバルベーラDOCに
認定されたトリンケロのスタンダード・キュヴェがこのロッソ・ラシーヌ。ブドウの木
が病気に侵され、2013年から生産を終了していましたが「テッラ・デル・ノーチェ」
用の東向き斜面のより涼しい畑のブドウを使用、名前を引き継ぎ復活しました！エ
レガント系のバルベーラの生産者としては抜けた存在のトリンケロ。完璧なコン
ディションで味わったときに出会える、イタリアのヴァン・
ナチュールの真髄をお楽しみください。 2,900 円（税抜）

スペイン/白

首都マドリード近郊で造られるワンランク上の赤ワイン！
カンパーニャ・ガリップ・レガジャル ラス・レタマス 2015
カンパーニャ・ガリップ・レガジャルは、首都マドリッドの中心地から車でわずか40分
の場所に位置する1998年創業の家族経営ワイナリー。ワイナリー周辺は、エチケッ
トの絵のように希少な種類をはじめ、多くの蝶が生息する自然豊かな環境にありま
す。フランス産オーク樽で10ヶ月熟成。テンプラニーリョをメインにカベルネとシ
ラーをブレンド。新鮮な黒系果実を想わせる甘く芳醇な果実味、ジューシーで滑らか
な飲み口、程よい樽のニュアンス、パワフルながらバランスの良い味わいが楽しめま
す。テンプラニーリョ/カベルネ・
ソーヴィニヨン/シラー 2,400 円（税抜）

109302483 スペイン/赤109302482

6年の熟成を経た極辛口のヴィンテージ・カヴァ！
ジロ・リボ マーレ・グラン・レセルバ・ブリュット・ナチューレ 2014
ペネデスの中心部、サンタ・フェ・デル・ペネデスに位置する家族経営のワイナ
リー。1950年代にはレミーマルタン用に蒸留酒を造っていましたが1980年に高
品質のワインをモットーにカヴァの生産に着手。醸造による個性の違いにも着目
し、品種や成熟度により酵母や発酵、熟成方法を変えるこだわりのあるスタイル
はスペイン国内のギア・ペニン誌を始め、国内・国際ワインコンクールで数々の賞
を受賞。このマーレは補糖ゼロの極辛口。エレガントながらクリーミーで滑らかな

口当たりで余韻まで繊細に心地よく響きます。チャレ
ロ60%/マカベオ30%/パレリャーダ10% 2,650 円（税抜）

スペイン/泡109205020

桃感満載！今年一番驚かされた1本！
ボデガス・アルセーニョ ホフマン 
ソーヴィニヨン・ブラン 2019
香りも桃、味わいも桃、とにかく桃感満載の激旨ソーヴィニヨンを発見しました！
まボデガス・アルセーニョは、1870年創業の古い歴史を持つワイナリーで現当
主は4代目。輝きのある淡い黄色の外観。桃やアンズ、トロピカルフルーツなど
のフレッシュで熟した果実に白い花やほんのりと蜜のような心地よい香り。ほど
良い凝縮感のある果実は優しさを感じながらもしっかりとした酸に支えられ、と
ても良くバランスが取れています。価格を考えると断然
お買い得といえる掘り出し物的ワインです。 1,600 円（税抜）

通常価格 2,800 円 →

通常価格 3,000 円 →

通常価格 7,800 円 →

通常価格 1,900 円 →



アメリカ/白

冬に飲みたい人気のカリフォルニアシャルドネが初入荷！
マイケル・デイヴィット シャルドネ 2018
1984年に兄弟によって設立されたワイナリー。ローダイの「サスティナブル・
ムーヴメント」のリーダーであり、環境活動の青写真となっています。全米で
売り上げNO1となるジンファンデルを生み出したことでも有名。こちらは「万
人が認める理想のカリフォルニアシャルドネ」と呼ばれるワインです。フレンチ
オークでの熟成とマロラクティック発酵を一部行ったことによって、フレッシュ
でピュアなシャルドネの果実味を持ち、リッチな印象も主張するパーフェクト
なバランスです。

5

2,900 円（税抜）

ドイツ/赤

数量限定

店長推薦！混植混醸で造る複雑な白！これは旨い！
ユッタ・アンブロジッチ ゲミシュター・サッツ コスモポリート 2018
2004年、広告代理店でのグラフィック・デザイナーの地位を放棄し、ブドウ畑にすべてを捧げる
道を選んだユッタ・アンブロチッジの蔵元。故郷であるブルゲンランドのウヴェ・シーファーに導か
れ、ハンス・ニットナウスの元で研鑽を積みました。ウィーンの地で醸造所を持たない後発のユッ
タは、すべてのワインの根源であるブドウに愛情を注ぎ、夫と共に畑仕事を従順に行い、この地
の生産者達の信頼を掴みました。現在ドナウ川沿いに3haの畑を所有。このワインは混植混醸
で、DÖBLING（デープリング）とFLORIDSDORF（フロリッツドルフ）に植わった葡萄を使用。
Kosmopolitはコスモポリタニズム(世界中をひとつの家族とみな
す思想)の白ワインは、粗い黄色い果実と複雑な余韻のある1本！

ワインを飲むときに樽職人(Cooper)を意識したことはございますでしょうか。バレル・バー
ナーは絶妙なバランスでトーストされた樽を使用し、ワインを魅力の高みへと押し上げます。
パソ・ロブレスの中でも標高の高い所に位置する畑からブドウを収穫し高品質なワインを造
ります。カシスやブラックベリーの圧倒的なアロマに森の香り、芳ばしいエスプレッソのよう
なリッチなフレーバーは赤身肉やジビエと抜群の相性です。このふくよかな味わいはカリ
フォルニアワインがお好きな方に、
ピッタリと合致すると思います。

2012年にナパの最南端クームズヴィルで僅か5haからスタートした新鋭ワイナリー。フ
ランス生まれのジュリアン・ファイヤールはラフィット・ロートシルトや、ロワール、プロヴァ
ンス等で経験を積み、妻エランと共にナパに移住。伝説的醸造家フィリップ・メルカの下
で7年間醸造に励んだ新進気鋭の醸造家です。シラー100％で造られたロゼは、直接プ
レスで醸造する伝統的なプロヴァンススタイル。繊細な花のブーケ、高級白桃のような
果実感と、ほのかな香ばしさと美しいミネラル。世界一美しいロゼを目指すアズール渾
身の代表作です。クリスマスってロゼ
を飲みたくなりますよね。

カンタス航空のファーストクラス、ビジネスクラスの両ラウンジで供されるホドルスクリーク。ブル
ゴーニュや様々な地で修業し、テロワールを忠実に表現したワイン造りを行う。こちらは自社農園の
中でも標高が高く東向きの斜面の畑のブドウを涼しい早朝に手摘みで収穫。ブドウを丁寧に除梗。
ステンレスタンクへとプレスされ、野生酵母による醗酵。228Lのフレンチオークへ移されシュール
リーで12ヶ月間熟成（新樽35％）。さらにステンレスタンクで６カ月熟成。補酸などはされず、フィル
タリングおよび清澄剤も使わずに少量
の酸化防止剤と共にボトリング。

3,000 円（税抜）

美しいフォルムもさることながら、ここまで美味しいと最早、芸術品。
アズール（フェイヤード・ワインズ） ロゼ ナパ・ヴァレー 2017

4,800 円（税抜）

アメリカ/ロゼ

オーストラリア/赤

カンタス航空のファーストクラス、ビジネスクラスの両ラウンジで供されるホドルスクリーク。ブ
ルゴーニュや様々な地で修業し、テロワールを忠実に表現したワイン造りを行う。こちらはワイ
ナリーの裏に当たる自社農園の丘の上部に位置する優れた日照条件の区画から全て手摘み
で収穫。一部全房醗酵（20-25%）。ステンレスタンクで醗酵され、主にサイズの大きいフードル
樽にて熟成。その後228Lのフレンチオークでさらに4ヵ月熟成。タンク内で落ち着かせ、少量
の酸化防止剤と共にボトリング。ノン
フィルター、清澄剤不使用。

109301799

エレガンスと、豊富な果実味が融合する！
ホドルスクリーク
プルミエ・ヤラ・ヴァレー・ピノ・ノワール 2018

4,690 円（税抜）

オーストラリア/白109302776

希少な熟成ピノ・ブラン！！
ホドルスクリーク 
プルミエ・ヤラ・ヴァレー・ピノ・ブラン 2011

3,990 円（税抜）

アルゼンチン/赤109100267

デイリーワインのベストセラー！オーガニック濃厚カベルネ！
クマ オーガニック カベルネソーヴィニョン
アルゼンチンの至宝と称えられるカファジャテ産の葡萄を100％使用したワ
インです。葡萄は有機認証機関認定の葡萄を使用しています。ブラックオリー
ブのような滑らかで心地の良いタンニンにリピートしている方も多いと思い
ます。オーガニック濃厚ワインなら間違いなくおすすめの１本です。まったくの
余談ですが、「クマ」というネーミングとエチケットの花をあしらったデザイン
は今年の春に話題になった映画を彷彿とさせますね。映画鑑賞のお供にも是
非！ 1,100 円（税抜）

アルゼンチン/赤109301022

サッシカイア×アルゼンチンピノ！
ボデガ・チャクラ バルダ 2018
イタリア最高峰のサッシカイアが誇る技術とパタゴニアの究極のテロワール
が融合したワイナリー。完全ビオデナミ、手作業による１００％除梗など、自然
と調和したワイン造りをしています。外観は輝きのある美しいルビー色、ラズ
ベリーやイチゴの可憐なアロマ。口に含むと、もぎたての果実のようにフレッ
シュな果実味がいっぱいに広がります。抜栓後時間を置くと徐々にボディが
ほぐれ、妖艶なアロマと優しいミネラルが表れるため、じっくりと時間をかけ
てお召し上がりください。 3,800 円（税抜）

日本/赤109302814

縁のあるワイナリー！初登場！！
フジクレール カベルネ・ソーヴィニヨン 2018
山梨県北部の茅ヶ岳山麓にある自社畑のブドウを使用。標高700mの冷涼
な気候のもと凝縮したブドウが実ります。この葡萄を丁寧に良果のみを収穫
し、醸した後、約6ヶ月の樽熟成を行いました。　バニラ、スパイス、ロースト
アーモンド、花、ブラックチェリー、メントールの優雅で上品な香りが特徴的。
バイヤーの後輩、「未来の醸造家」が栽培をするブドウで生まれたワインです。

3,390 円（税抜）

南アフリカ/白109302767

純粋に美味しい「白い色のサンソー」
「ArtiSons」（職人）としてクラフト的に作られた限定シリーズ
ステレンラスト アーティソンズ
アプレンティス ホワイト・サンソー 2018
1928年設立、ステレンボシュ地区の名門。ネルソン・マンデラ元大統領の誕生日会に供されたワイナリーとして
も知られ、2012年ロンドンオリンピック公式提供ワインに選出され、世界で話題になりました。栽培家のコビー
と醸造家のターティスは仲良し兄弟。紳士的で常にプロフェッショナルを感じさせる2人が造るワインは南アフリ
カ随一です。サンソーの中に、突然変異で白や薄いピンク色になったブドウだけを収穫。。フレッシュ＆フルー
ティ、濃厚な果実味がしっかりした酸に支えられ、バランス良くまとまっています。
「白いサンソー」というだけではない素晴らしい品質のワインです。 3,500 円（税抜）

109302875

109302876

濃厚ワインの評価を更なる高みへもっていく高品質！
注目産地のカベルネ・ソーヴィニヨン！
バレル・バーナー カベルネ・ソーヴィニヨン パソ・ロブレス 2017

2,650 円（税抜）

アメリカ/赤109302877

109302774 オーストリア/白109302520

試飲会で即決！ナチュラル過ぎない上質なブドウの旨味が堪らない！
ヴァイングート・マン プァプァ × カルクス 
シュペートブルグンダー 2017
当主アンディ・マンは1990年生まれの30歳。ラインヘッセンの南西エッケルスハイムに本
拠地を置く蔵元。ラインヘッセンの土壌の多様性を熱く語るアンディマンは実家を継ぎナ
チュラルワインの道へと改革している。この赤ワインはシュペートブルグンダーを8割除梗
し、ステンレスタンクで発酵後、木樽で23ヶ月シュール・リー熟成。so2無添加で瓶詰め。
ブルゴーニュで言うとボーヌのプルミエ・クリュのような、ディディエ・モンショヴェを彷彿と
させる、ナチュラルでエレガントなピノ・ノワール。朝摘みの苺の
ような冷えた感じと紅茶のような清涼感が素晴らしい。

通常価格 3,200 円 →

カンタス航空のファーストクラス、ビジネスクラスの両ラウンジで供されるホ
ドルスクリーク。ブルゴーニュや様々な地で修業し、テロワールを忠実に表現
したワイン造りを行う。こちらはワイナリーの裏に当たる自社農園の上部西向
きの斜面。全て手摘みで収穫。ブドウは除梗後、ステンレスタンクで醗酵後、
6ヶ月間熟成。ミネラル感あふれるエキゾティックなピノ・ブラン。

通常価格 5,000 円 →

2,800 円（税抜）

通常価格 2,800 円 →

通常価格 5,200 円 → 通常価格 4,200 円 →

オーストラリア/白109302878

まるでシャサーニュ！？ミネラル豊富なシャルドネ！
ホドルスクリーク 
プルミエ・ヤラ・ヴァレー・シャルドネ 2017

4,690 円（税抜）通常価格 5,000 円 →

通常価格 1,150 円 →



※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。

※商品裏記載の
賞味期限は冷凍
販売用。冷蔵販
売の賞味期限は
解凍日より１４日間

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！
サヴォワからとっても美味しい
サラミが届きました！
MAISON DE SAVOIE 
ソシソン・セック 
①ヘーゼルナッツ②ボーフォール

フランスの家庭料理のひとつ、パルマンティエ。香
味野菜とトマトと共にホロホロになるまで煮込み
ほぐした鹿肉に、北海道産のマッシュポテトを合
わせました。上手に出すと缶の中で三層になって
います。別容器に移し、ラクレットチーズをかけて
オーブンで温めるだけで美味しいメイン料理の
完成です！具材はごろっとしてボリュームがあり素
材の旨味を楽しめる大きさになっています。一缶
ずつ手作りの味をお楽しみください。

ソシソンとは白い天然のカビがケー
シング（表皮）に付着しているフラン
ス産のサラミ。こちらはモンブラン
の麓にあるサヴォワ地方産。イタリ
アにも隣接するサヴォワ地方は、そ
の地理的条件や歴史的背景からフ
ランスとイタリアの食文化が融合し
発展した特有の食文化が特徴。伝
統的にシャルキュトリーを主食として
きた背景からその品質はフランスで
もトップクラス。①はヘーゼルナッツ
②はボーフォール（サヴォワ産チー
ズ）が入った日本ではあまりお目に
掛かれない極旨ソシソン！フランス
食文化の奥深さを感じます。

304100764

ホロホロの鹿肉がたまらない！
メイン料理にもなるジビエ缶
北海道産えぞ鹿肉の
パルマンティエ 

冷蔵品

①304100386 ②304100387 フランス

久しぶりに食べてみて
「やっぱりマジ旨い！」と再実感！
カーザ・ロンバルディ 
①セミドライトマトの香草オイル漬け
②アーティチョークのオイル漬け
①イタリアの強烈な太陽の光を浴びて育った肉厚で甘みの
あるトマトを天日で乾燥、香草を効かせたオイルに漬け込み
ました。パスタなどの具材としても最高なのですが、私のお
すすめはバゲットやフォカッチャなどのパンと一緒に！②肉厚
のアーティチョークは食べ応え抜群。生ハムとの相性は特筆
もの。メイン料理に添えてスパークリングワインや白ワイン
と一緒にどうぞ。
どちらも久しぶり
に食べてみたの
ですが、やっぱり
美味しい！と再実
感。色々言ってき
ましたが、どちら
もそのまま食べる
のが一番です。

スペイン

日本 304100762 日本

札幌にある星付きレストラン「TAKU円山」のオーナーがフラン
スで食べ衝撃を受けた「ボルディエ・海藻バター」を北海道で作
りたい！と依頼したのが、山中牧場プレミアム発酵バターを作
る山中さんでした。フランス産のバターはインパクトがある分
美味しいし、誰かに紹介したくなるような衝撃を与えてくれる
が、毎日食べるとなると…。せっかく作るのだから、毎日食べた
いと思える味を作りたい！と６年の歳月をかけて出来上がった
のが、こちらの発酵海藻バターです。海藻の臭みは全くなく、
海藻特有のミネラルとバターの塩味が口の中で旨味となって
広がります。濃厚なのに重たくない口当たりは食べ飽きること
なく、毎日の食卓に並べたくなる味わいです。

304100818

構想６年！ボルディエバター海藻を目指し
作った先にあったのは…。日本人愛に溢れる
極上「海藻発酵バター」でした。
山中牧場・発酵プレミアム海藻バター

日本

日本307002485

オーストリアの銘酒
「シュトローラム」がたっぷり
染み込んだレーズンを使用し、
蜂蜜のみで仕上げる極上スイーツ
Biene Biene
ハチミツたっぷりバターサンド
Biene Biene
ハチミツたっぷりバターサンド
神戸セレクション受賞のパティシエ「ニシカワケンジ
氏」がひとつひとつ丁寧に焼き上げたしっとりホロっ
の新食感の極上スイーツ。バタークリーム、サブレ生
地両方とも砂糖・添加物不使用。、ハンガリー産の非
加熱蜂蜜を使用し、しっとりと優しい甘さに仕上げた、
サブレ生地でオーストリアの銘酒シュトローラムが
たっぷり染み込んだレーズンと、蜂蜜がたっぷり入っ
たバタークリームをサンドしました。

日本①304100834 ②304100835

これぞ！無添加！
宮古島チーズ工房さんの作る
山羊チーズ入り山羊肉のパテ2種類
入荷しました！！
宮古島チーズ工房山羊パテ
①プレーン②ピカンテ（唐辛子入り）
宮古島チーズ工房山羊パテ
①プレーン②ピカンテ（唐辛子入り）
保存料・着色料を一切使用せず、天然の素材のみで仕
上げた、パテがついに入荷しました！シェフたちの評価
が大変高い、川添ヤギ牧場さんの高品質の山羊肉に
宮古島チーズ工房さんの山羊チーズをたっぷり使用
した2種類のパテ。獣臭さはなく、口当たりが軽いパテ
です。他の肉では感じた時がない軽い肉感は、胃もた
れ無しで食べれる味わいです！　※冷凍販売のみ

冷蔵品

冷蔵品

307001422 イタリア

今年も販売いたします！！
ワイン用に仕込んだぶどうの搾りかすに
たっぷり漬け込んだ「酔っ払いチーズ」
テストゥン・バローロテストゥン・バローロ
ワイン用に仕込んだ香り高いブドウの搾りかすは、ワ
インの風味豊かで果汁もたっぷり♪その搾りかすを
たっぷりチーズにすりこみ、チーズが酔っぱらうまで、
数週間熟成させるので、カットしたてのチーズは、チー
ズの濃厚な旨味と、ワインの豊かな香りが、同時に口
の中に広がるので、一度食べると、忘れられない味わ
いです。今年は一度限りの入荷になりますので、どう
ぞお買い忘れのないように！次回の入荷は来年まであ
りません…。

無添加、無着色、スパイスが香るジビエ缶！
島根県産イノシシ肉の
スパイス煮込み 
島根県産イノシシ肉の
スパイス煮込み 
イノシシの肉を８種類のスパイスとトマトでじっく
り煮込みました。挽きたてのスパイスの香りとトマ
トの酸味、ピーマンの苦味がマッチしたエキゾ
チックな味わい！ワインを飲みたいけどおつまみを
作るのが面倒…。そんな時はこのスパイス煮込み
を温めるだけで美味しい1品の完成です！ショート
パスタやご飯にそえるとメイン料理にもなりま
す。無添加、無
着色、一缶ずつ
手作業で調理。
ゴロっと大きめ
な具材の旨味が
楽しめます。

304100848イタリア①304009949 ②304009950

お家で簡単バル気分！
手切り風のイベリコ生ハム！
イベリベリコ 
ハモン生ハム・街バルスタイル
パッケージを開けて
お皿にひっくり返す
だけで、スペインの
バルで出されるよ
うな手切り風にスラ
イスしたイベリコ生
ハムの一皿が完成！
アンダルシア州に
あるポルトガルとの
国境近くにハブー
ゴという村があります。ハモン・イベリコを生産でき
る土地は、スペインでも中西部から南西部に限定
されます。中でもハブーゴ村は標高700メートルの
高地にあり、一日の気温差が激しく、その自然な空
気により熟成されたハモン・イベリコは、ハブーゴ
ならではの独特の芳香を持ちます。 

各200g 1,200 円（税抜） 各200g 1,200 円（税抜） 60g 1,300 円（税抜）

2,600 円（税抜）200g 1,130 円（税抜） 200g 1,100 円（税抜）

1,850 円（税抜） 1,540 円（税抜）

冷凍品 冷凍品

通常価格 1,000 円 → 各900 円（税抜）

冷蔵品 冷蔵品 冷蔵品
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刃部分はインドに古くから伝わるダマスカス鋼を再現
して造られています。現代のダマスカス模様は異種金
属を多層に重ね合わせることで、この模様が造られて
います。黒檀は家具や楽器にも使用される丈夫な銘
木、バールウッドは大理石のようにゆらめく模様が特
徴的です！

通常価格 5,000 円 → 各4,500 円（税抜） ②通常価格 20,000 円 →18,000 円（税抜）

①通常価格 17,000 円 →15,300 円（税抜）

②通常価格 4,000 円 → 3,600 円（税抜）

①通常価格 5,000 円 → 4,500 円（税抜）

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

在庫限りで終了

各2,800 円（税抜）
①高さ37×横幅20×奥行14cm

②高さ29×横幅38×奥行14cm、木製

10,000 円（税抜）
注意事項：スクレイパーの刃と支柱先端は非常に鋭利です。

お取扱いに十分ご注意下さい。

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！

素材：クリスタル
①高さ153mm、容量840cc ②高さ183mm、容量190cc　

1830年創立の老舗シルバーウェアの代表格“クリス
トフル”人々の生活にシルバーの輝きを添える、ラグ
ジュアリーライフスタイルブランドです。UNI箸は持ち
手にシルバーをあしらった和折衷な逸品。シックなブ
ラックと華やかなレッドをお選びいただけます。和と洋
の芸術が織り
成す高級感、
専用BOX入
りで大切な方
へのギフトと
しても重宝し
ます。
材質:ポリアミ
ド樹脂、クリ
ストフルシル
バ ー 、長 さ
24cm

優雅なグラスで至福のおうち時間を
お過ごし頂けます！
リーデル ヴィノム
①ブランデースニフタ
②コニャック
①琥珀色の蒸留酒をゆっくりと楽しむ伝統的な大きな
ボウル。アロマを十分に引き出します。往年の銀幕ス
ターの優雅さを彷彿させるデザインです。ボウル部分
を手のひらで包み込むように持てる形状です。②小ぶ
りで適度なふくらみのある形状がアルコールの刺激を
抑えつつ蒸留酒の深い香りを鼻腔へ運びます。反り
返った飲み口
はアルコール
の甘みを引き
立て、全体の
印象を和らげ
ます。

ふんわりとレースのようにテットドモアンヌが削れる憧
れのジロール。チーズプレートが一段と華やぐアイテ
ムです。取り外しが出来てお手入れ簡単。清潔にご利
用頂けます。ベースプレートに付いている補助ハンド
ルの安定感が
嬉しいデザイン
です。組み立て
にプラスドライ
バーをご用意く
ださい。

シャンパーニュやスパークリングワインに付いてくる
あの金属のキャップ「ミュズレ」はフランス語で『口封
じ』という意味です。メゾンのエンブレムやメーカー
名、生産者や製造年により様々なデザイン、個性的な
色が見ていてとても楽しいですね。そんなミュズレが
美しくコレクション出来ます。思い出をきれいに整頓し
つつ、お部
屋の装飾に
なる優れモ
ノです。落ち
着いた木製
の額縁も素
敵ですね。

シンプルなカラーと形
状がイタリアのテーブ
ルウェアブランドらし
い、シャンパンとスパー
クリングワイン用のス
トッパー。ボトルにス
トッパーをかぶせて金
具をはめ込むだけ、
しっかり栓をして保管
ができます！カラーは2
色、ボトルにセットする
とクリアーは透明感が
あり涼しげ、ブラックは
シックで落ち着いた雰
囲気です。

木製の優しい風合いが魅力的なペンギンとドーベル
マンのユニークなワインラック。ボトルを納めてテーブ
ルに置くと良いアクセントになり、これから始まるワイ
ンタイムが楽しいひとときになりそうですね♪お気に
入りのワインボトルを入れてお部屋のインテリアとし
て飾ってもステキです。ワインと一緒にプレゼントもお
すすめです！

403002634 フランス

ドイツ

トスカーナの美しい街の名前PRATO（プラト）から名
付けれたシリーズ。光の屈折率や透明度が高いクリス
タルを使用し、重厚感のあるグラスに熟練職人が繊
細で深いハンドカットを施し、光のあたり方によって、
ワインを注いだ時にとても美しい表情を見せてくれま
す。長い年
月が経って
もグラスが
くすみにく
いという点
も嬉しいポ
イントです
ね！

①402002824
②402002825

人々を魅了して止まない
”シルバーモーメント”クリストフル
クリストフル UNI 
①ルージュ ②ノワール
クリストフル UNI 
①ルージュ ②ノワール

1818年創設のピリヴィッツ。クラシックかつ革新的な
デザインの高品質な磁器食器を生産し続けています。
数少ない100%フランス製です。
優雅なレリーフラインが施された縁どり、伝統的な波
形模様のデ
ザインがエレ
ガ ントなク
イーン・アンシ
リーズです。

深さがある人気の形。リムが一際上品
な印象を演出してくれます。
クイーンアン
ディーププレート24cm
クイーンアン
ディーププレート24cm

402002798

60個入ります。
思い出を詰め込んで。
ミュズレ
コレクションボード
ミュズレ
コレクションボード

①402002707
②402002708 イタリア ①402003507

②402003508 台湾

繊細なカットがキラキラ美しい
ペアグラスセッはギフトにぴったりです！
ダヴィンチクリスタル プラト
①シャンパン ペアセット
②ワイングラスセット

ダヴィンチクリスタル プラト
①シャンパン ペアセット
②ワイングラスセット

フランス ソムリエナイフセール開催中！①402002892
②402002891 日本

同じ模様は二つと無い！高級刃物装飾
に使われる美しい「ダマスカス技法」を
あしらったナイフが存在感抜群です。
アスロ ソムリエナイフ ダマスカス
①黒檀 ②バールウッド

テーブルでひときわ目を引く、
ユニークなアニマルワインラック
アニマルボーン ワインラック
①ペンギン ②ドーベルマン
アニマルボーン ワインラック
①ペンギン ②ドーベルマン

①403002172 ②403002170

ボトルキープもお洒落にいきたい！
イタリア生まれのシャンパンストッパー
イタレッセ
フィエスタ シャンパンストッパー
①クリアー ②ブラック

イタレッセ
フィエスタ シャンパンストッパー
①クリアー ②ブラック

取り外しが出来てお手入れ簡単です。
NOUVEL
ジロール ステンレスプレート
NOUVEL
ジロール ステンレスプレート

403003237①402002982 ②402001241

φ24cm（ﾘﾑ4cm）610g 3,400 円（税抜）

容量 ①170ｃｃ ②190ｃｃ 各6,000 円（税抜） サイズ:Ｈ60×Ｗ40 各1,600 円（税抜）

サイズ：W38×D26×H3cm 9,000 円（税抜）

① ②

① ②

① ②

① ②

①

②

①

②

ロゴ
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今欲しい、
スタッフオススメの
商品はコチラ！！

『ノヴム』はウィルとレイチェル夫妻に
より2016ヴィンテージを皮切りに極
少量生産でワインのリリースを始めま
した。ヴィンヤード毎には収穫を行わ
ず、使用する葡萄は、特に状態の良い
ヴィンヤード内の求める品質に達した
スイートスポットにあたる葡萄だけを
選抜して収穫します。深みのある紫が
かったルビーレッド。ダークレッドベ
リーに乾燥ハーブ、ほのかにアーシー
な香りが心地良く広がります。完熟
チェリーやプラムのような果実感、ス
パイス感、そして旨味が高次元で凝縮
されています。質感、余韻も共に素晴
らしく、ノヴムに共通して感じるクリスタル感が、全ての
味わいの要素を包み込むかのよう。

オーパス・ワンにブラインドで勝
利した驚異のワイナリー！当店で
も大人気のスター・レーンは、
1996年、カリフォルニア州サン
タ・バーバラの最東端、サンタ・イ
ネズ・ヴァレーにディアバーグ夫
妻によって設立。当時は、無名で
あった産地をAVA昇格に起因し
た伝説的な造り手。2005年にア
メリカ各地で行ったブラインドテ
イスティングで、オーパスワンな
ど並み居る強豪を押しのけ最高
評価を得たという伝説的なワイ
ン！偉大な2007ヴィンテージの
ブレンドはカベルネ・フランの比
率が高い二度とは出てこない希
少なブレンドです！スターレーン、
ハッピー、こんなポジティブな名
前のワイン他にあるでしょうか。

このポワレは美味しい！と試飲の
際に好評をえた“シャンパーニュ”
と同じ瓶内二次発酵で作れらた
極上ポワレ(洋梨の発泡酒)。当
店のノンアルコール・ドリンクで
も人気の高いフランスのグルマ
ンたちを魅了するメーカー“ラ
シャス”から登場！甘味料、酸を添
加してない自然な甘さとドライか
つ酵母を若干感じるオーガニッ
クな造りは多くのスタッフの支持
を得ました。心地良い甘味とキ
レ、お料理からデザートまで幅広
く合わせられる貴重な1本。アル
コール数はお昼から楽しめる4％

畑はピレネー山脈の始まりでもある
場所にあり、完全有機栽培、手摘み収
穫、アンフォラ熟成を経て、瓶詰めか
らラベリングまで全ての工程が人の
手によって行われる、まさに手工芸の
ワイン。発酵は果皮ごとステンレスタ
ンクで4日間(天然酵母)。その後、ア
ンフォラでの熟成4か月。繊細な淡い
黄金色、アプリコットや白い花、地中
海の乾燥ハーブの香り。口の中では
素晴らしい凝縮感と洗練されたタン
ニン、わずかにナッツのニュアンスも。
余韻は長く、力強くバランスが取れて
います。ガルナッチャ・ブランカ100%

1937年に設立したドメーヌ・ド・コッケレル社のリンゴを丸ごと瓶
に閉じ込めたカルヴァドスです。コッケレルの拠点はりんごの産
地としても有名なノルマンディー、ブルターニュ、メーヌの境界に
あります。りんごの実がまだ小さい内に、実を空瓶の口から通し、
瓶を木の枝に直接くくり付け瓶の中でりんごを成長させ9月末に
りんごが成熟すると、瓶とともに収穫します。その後、アルコール
度数45％のAOCカルヴァドスを瓶に注ぎ、りんごの実をアル
コールに浸します。最低3週間から4週間経過した後、瓶内に残っ
たカルヴァドスを空け、再度、アルコール度数45％のAOCカル
ヴァドスを瓶に注ぎます。4～5週間後、瓶のカルヴァドスを再び
空け、アルコール度数40％のAOCカルヴァドスを注ぎます。これ
によりポム・ド・イヴの特徴であるマイルド
でフルーティーな味わいに仕上がります。
チョコレートや紅茶との相性が最高です
が、同ページに掲載のブリアサヴァラン・
スペキュロスとの相性も是非お試しくだ
さい！

イスラエルで最も大きく、最も有名で、最も優れたワインを生
み出すゴラン・ハイツ・ワイナリー。ヤルデンはワイナリーを代
表するトップ・キュヴェ！火山灰が降り積もってできたゴラン高
原はブドウ栽培に最も適した産地であり、近代的な
設備のもと素晴らしいワインが生まれる。フランス
産オークので15ヶ月熟成（約60%新樽）。スミレの
花や新鮮な赤い果実の香り、温かいスパイスの
ニュアンスとオークによるリッチな味わいがあり、広
がりのある複雑さを感じさせます。キリストの聖地
で育まれたブドウはユダヤ人によって栽培、醸造さ
れコーシャマークも取得。毎年限定品です！

シナモンクッキーをブランデーなどで
練り上げてペースト状にしたものを、
爽やかな酸味と濃厚な味わいのフ
レッシュチーズ「ブリア・サヴァラン」に
乗せたデザートチーズです。シナモン
の心地よい香りと程よい甘さが口の
中に広がり、チーズの濃厚でクリー
ミーな味わいが、それらを包みこみま
す。レストランで食べてその味が忘れ
られず、当店まで買いにいらっしゃる
方も多数。同ページに記載されてる
「カルヴァトス　ポム・ド・イヴ」と合わ
せて、極上のひと時を味わってみませ
んか♪

イタリアのFARFALLI社から特許取得の全く新しい発想のソ
ムリエナイフ登場！スクリューの根本の支点を２つにする事に
より、ロングコルクも最後までワンアクションで真上に引き
上げる事が可能！ワンフックなのに二段階でしっかり力が入
れられる事を可能にして
います。ボディ部分はナ
チュラルなオリーブの木、
使い込むほどに味わい深
くなってくれますね！専用
革ケース付

アマローネのように造ったワインと同
様の造り方をしたカベルネ・フランを
ブレンドしたワイン。ヴァルポリチェッ
ラの伝統と国際性が混ざり合ったこ
の個性的なワインは、深い赤色でス
パイスのアロマを持っています。味わ
いにはすばらしいストラクチャーがあ
り、かつエレガント。純粋さと濃密さが
共存する病みつきになる危険なワイ
ン！赤身の肉やジビエ、また熟成させ
たチーズとの相性は最高です。より楽
しむなら5時間前の抜栓がおすすめ
です。

今年7月に入荷すると高い反響
を得た人気の高いバック・ヴィン
テージがこのＤＭ用に再入荷し
ました！太陽のヴィンテージと評
価されており、当店がオススメす
るヴィンテージ2009。正規輸入
元にわがままを言い、分けて頂き
ました。従来の力強さ、少しのタ
ンニンは落ち着きを見せ、しっと
りとした印象もあるものの、
ジューシーでつい噛んでしまうよ
うな立体的な果実味も健在。か
すかに熟成を感じさせる花々や
スパイスのアロマが楽しめます。
赤身のお肉や鴨など、年末の豪
華な食卓にぜひ合わせてみて
は?

①1,680 円（税抜） ②850 円（税抜）

5,500 円（税抜）

冷蔵品

ソムリエナイフセール開催中！

最後のバックヴィンテージ2009！

最高峰オーガニック・ポワレ！

5,000 円（税抜）

5,000 円（税抜）

2,800 円（税抜）

フランス/赤109302152

スペイン/オレンジ109207516

フランス/泡(洋梨)109302883

通常価格 12,000 円 →10,800 円（税抜）

12,500 円（税抜）

2,400 円（税抜）

9,000 円（税抜）

7,500 円（税抜）
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ダヴィド・デュバン
ジュヴレ・シャンベルタン 2009

このＤＭのためにキープしていた
最後の12本を大放出!
デュバンの2009年ヴィンテージ!

109208041

ラルコ 
ルベオ ヴェロネーゼ I.G.T.
ロッソ 2015

ラルコファンならずとも超オススメ！
濃厚辛口ワイン好きならぜひ！

イタリア/赤

109302731 フランス/カルヴァドス

109300600 イスラエル/赤

リンゴの果実を閉じ込めたノルマンディの贈り物

ブリア・サヴァラン・スペキュロス
①ホール ②1/２カット

ゴラン・ハイツ・ワイナリー
ヤルデン ピノ・ノワール 2018

ドメーヌ・ド・コッケレル
カルヴァドス ポム・ド・イヴ

↓右上のボディだけ級下げ！

アスル・イ・ガランサ
ナトゥラレサ・サルバヘ 2019
（オレンジワイン）　

イスラエルの最高メーカーであるヤルデンのピノ・ノワール！

ノヴム
マールボロ・ピノ・ノワール 2019

新たにカルトワインとなるであろう
生産者≪ノヴム≫！

ヴァハ ダブルピボット
ソムリエナイフ オリーブ
ヴァハ ダブルピボット
ソムリエナイフ オリーブ

ソムリエナイフの進化系！？ワンフック
なのに二段式のような抜き心地！

これはレアチーズケーキなの！？
至極の美味しさにドはまりしますよ♪

①304008374
②307001636 フランス

満を持して世に送り出されたオレンジワイン！

ラシャス ポワレ・プレステージ

あのラシャスから“ポワレ界のシャンパーニュ”
と称されるオーガニック・ポワレが登場！

通常価格 5,700 円 →5,500 円（税抜）

109105850

スターレーン
カベルネ・ソーヴィニヨン
ハッピー・キャニオン・オブ・
サンタ・バーバラ 2007

スターレーン
カベルネ・ソーヴィニヨン
ハッピー・キャニオン・オブ・
サンタ・バーバラ 2007

希少なバックヴィンテージ！
お祝い事にピッタリな名前もGOOD！

アメリカ/赤

402003532 イタリア

109302847 ニュージーランド/赤


