WINE MARKETPARTYは、皆様の「ワインライフ」を応援します。
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Vol.

春はもうそこまで！皆で楽しみたいワインや食品、グッズを揃えました！
WINE MARKETPARTY ネットショップ
※ネットショップでもご購入いただけます
（一部対象外あり）
※メールマガジンのご登録はコチラから
PARTY 恵比寿

検索

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

フランス/赤

進化し続けるラマルシュの至宝!人気の高いマルコンソール!

フランソワ・ラマルシュ ヴォーヌ・ロマネ1ER・
CRU ル・マルコンソール 2015

304100992

限定

3

本

今やトップ・スターにまで上り詰めたフランソワ・ラマルシュ。かの有名なロマ
ネ・コンティとラ・ターシュの間に挟まれたラ・グラン・リュ(特級畑)を単独所有
している名門です。１０年以上前から手腕を振ってきたニコル氏は2018年
ヴィンテージからニコル・ラマルシュとしてワインを生産し、
この蔵元のラベル
の表記が変更した事を皆様ご存知でしょうか？日本でも早々に市場から消え
てしまう人気の高い生産者です、今回ご紹介する銘柄は、至極のマルコンソー
ル…!ラ・ターシュに隣接した名実ともに高い人気を誇るブルゴーニュ・ファン
垂涎の一級畑です。それに当店が探している2015年ヴィンテージが入荷しま
した!ファンの方はお見逃しなく！

35,000円（税抜）

109303731

限定

2

本

イタリア/赤

日本初入荷！
キングオブメルロー
「マッセート」
のセカンド！

マッセティーノ 2018

ボルドー右岸のペトリュスやル・パンとも十分に比較できるイタリア、そして世
界を代表する極上のメルロー「マッセート」のセカンドワイン。
セカンドがリリー
スされたのは2017年から。2018年からボルドーネゴシアン経由で日本に極
少量のみ初入荷。
ブレンドはメルロー主体ですが、僅かにカベルネ・フランがブ
レンドされるアロマティックなエッセンスとマッセートの偉大な片鱗を感じさせ
てくれる素晴らしいワイン。
フィニッシュにはバニラやミネラルのニュアンスが
感じられます。マッセートの片鱗を味わえるということもあって既に入手困難
なセカンドワインのひとつ。

40,000円（税抜）
109304078

最新情報はこちら

【この誌面に関するお問合わせ】〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿4-20-7 恵比寿ガーデンプレイスB1 WINE MARKET PARTY
【ご注文】Tel. 03-5424-2580 Fax. 03-5424-2582 Mail. ebisu@partywine.co
監修：沼田 英之

送料無料
109303863

Instagram

アメリカ/赤

カルト生産者シュレーダーが造る
「オークヴィル限定」
カベルネ！

ダブル・ダイヤモンドbyシュレーダー
カベルネ・ソーヴィニヨン オークヴィル 2018

ナパ・ヴァレー最高の栽培家ベクストファーのブドウから、高評価ワインを連発
するシュレーダー。
ダブル・ダイヤモンドは「オークヴィルの畑限定で適正価格
を保ち、最高のカベルネ・ソーヴィニョンを造る」事をコンセプトにシュレー
ダーと同じ醸造家トーマス・リヴァース・ブラウンが手腕を駆使します。
ブドウは
偉大なト・カロン主体という豪華さ。圧倒的な果実の風味と葉巻などのスパイ
シーなアロマ、
まろやかなタンニンは偉大なカベルネ・ソーヴィニヨンの典型で
す。
ナパで最も高値で取引されるト・カロン主体でこの価格は素晴らしい！昨
年、
日本に念願の初上陸！
DM期間限定特別価格！

通常価格 12,800円→

10,300円（税抜）

1

冷蔵品

チーズバイヤー厳選！
「ワインとチーズがあれば」
生きていける♪そんな方に食べてほしいチーズです！

トム・ド・ブルビ/パピオン
tomme de Brebis/Papillon

ロックフォール(青かび）
で有名なパピオン社が仕込む、上質な羊乳で作
られたセミハードチーズ。羊乳特有の香りは穏かで、羊乳らしい甘いミル
クの味わいです。表面はカラメルでコーティングされておりダークブラウ
ン。開封時にはキャラメリゼの香りが♪中の生地は美しいアイボリーホ
ワイトで滑らかなテクスチャー。チーズ自体は甘くなく、少しスモーキー
な香りもあるので、スモーク好き
にもおすすめです。全体的に穏か
なチーズなので、全てのワインと
相性抜群！ワインの美味しさを引
き立ててくれるチーズとしてぜひ
ワインラバーに召し上がって頂き
たいです。
カット販売のため重量により価格は変動します。
100gあたり 通常価格 1,200円
今回限りのお試し価格！

1,100円（税抜）

①109303841 ②109303838 ③109303839

個性豊かなネコラベルシリーズの
楽しい飲み比べセッ
トを作りました♪

Fattoria Al Fiore NECO
2018＆2019
飲み比べセット

「ファットリア アル フィオーレ」は宮
城県、仙台市より内陸に位置する川
崎町にあるワイナリー。
自然豊かな
①Anco
環境の中で仲間達とワインを醸造
しています。以前飼っていたという
ネコちゃん 達 の 名 がワイン 名 に
なった ネコラベルシリーズ 完売
した昨年のヴィンテージをわけて
いただきましたので、少量ですが ②Momo
セット販 売 致します。毎 年セパー
ジュや造り方も違うユニークなワイ
ンです、是非お試しください。
通常価格 6,400円→

会計時このダイレクトメール(クーポン券)をご持参いただいた方に限り、
右記の通り割引をさせていただきます。是非この機会にご利用ください。
有効期限

フランス/アヴァロン県

4/1(木)〜4/25(日)まで

●ダイレクトメール1部につき1回のみ有効 ●他の優待サービスとの併用ができません。●一部割引き対象外の商品もございます。
●ダイレクトメールをご提示いただけない場合はご使用になれません。●詳しくはスタッフまでお声掛けください。

6,000円（税抜）

③Sola

日本

数量限定

季節商品のご案内♪
①109303903 ②109303902 フランス/白

赤

今話題のバック・イン・ボックス!

109303939 イタリア/赤

今話題のバッグ・イン・ボックス！飲みやすい自然派ワインが3ℓで嬉しい価格！

エステザルグ協同組合 レ・グランド・ヴィーニュ・
コート・デュ・ローヌ 3ℓ①ブラン ②ルージュ

『ほぼブルネッロ！かそれ以上か！？』
6年以上ゆっくり熟成したリゼルヴァクラス！

ラ・レッチャイア ロッソ・ディ・トスカーナ IGT ミレニウム 2012

今話題のバック・イン・ボックスが嬉しい容量と価格で登場！自然派生産者が作る優しくて飲み
やすい味わいです！エステザルグ協同組合は南仏にある10名程度のフランス最小規模の協同
組合ですが、畑は可能な限り有機栽培で管理。樹齢の高いブド
ウを使用し、減農薬農法を実践。従来の組合のルールであれば
生産者ごとに瓶詰めしますが、
こちらは各農家の良いブドウを
使用し、エステザルグ協同組合の認知度を高めるために作ら
れた組合自慢の銘柄なのです！白はトロピカルかつ透明感の
ある味わい。赤は完熟した南仏のブドウの味わいでありなが
ら、飲み飽きない美味しさ！これは嬉しい3ℓボックス！自然派ワ
インにつき日光の当たらない、涼しい場所で管理しながら楽し
んでください！

4,200円（税抜）

各

最優良年のみ、
オーナーのために樽ごと取り置かれた最上のブルネッロ
から限定生産される贅沢な特別キュヴェ。飲み頃になるまで瓶詰めされ
ることはなく、その熟成期間は6年間とリゼルヴァクラス。元々は自家用
ワイン的な存在のためD.O.C.G.の申請はしておらず、市場にリリースさ
れる際はI.G.T.となります。
なめし皮や粒の小さなベリー、
チェリーのエキ
スが漂う香り。熟成したクラシックなブルネッロの魅力に満ちています。
DOCGブルネッロと同じ畑のサンジョヴェーゼ・グロッソを贅沢に使用し
た限定トスカーナワイン！毎年、1年に1度のみの入荷となっており在庫
がなくなってしまうと、
また来年の入荷待ちとなる人気ワイン！
（今年は少
量ですがブルネッロも初入荷！気になる方はイタリアセラー売り場ものぞ
いてみてくださいね。）

3,550円（税抜）

109204507 スペイン/赤

109304079 アメリカ/泡ロゼ

桜の時期にはこのワイン！専用紙手提げ袋付き！

カクテルにも使える！

食材にフォーカスされた現代で求められる美泡！

フアン・ヒル クアトロ・メセス SAKURA 2019

ウルトラバイオレット スパークリング・ロゼ カリフォルニア NV

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。

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、顧客からの要望で生まれたカベルネ・ソーヴィニョンのブランドが「ウ
ルトラバイオレット」価格高騰が止まらないカリフォルニアワインにおいて、ハイ
バリューのGO-TOブランドになりました。新作のスパークリングロゼは、
レモン
の花やイチゴの香り、フレッシュな桃、そしてオレンジピールを感じるような
チャーミングなワインです。
トマトを挟んだサンドウィッチなど、軽いお食事とも
抜群の相性です！桜を見ながら公園で飲みたい一本。

限定品
109207058

通常価格 2,100円→

1,950円（税抜）

3,500円（税抜）

オーストラリア/ロゼ

109304029

オーストラリアNo.1のピノ・ノワール生産者のロゼ！

ギリシャ/赤

ギリシャの土着品種であるクシノマヴロの聖地、
ナウサで造られる赤ワイン！

バス・フィリップ ピノ・ノワール・ロゼ 2018

ドメーヌ・ダラマラ ナウサ（クシノマヴロ）2017

オーストラリアで一番のピノ・ノワールを作る生産者は？と問われ、多く
の愛好家が彼の名前を上げるであろうバス・フィリップ。今日ではブル
ゴーニュ地方の偉大なドメーヌと違わない名声と評判を得るほどの地
位を築いています。
このロゼは、
ローヌのタヴェルロゼの様なエレガン
スと繊細さを兼ね備え、品質の高さを表現しています。
キャンディーや
エキゾチックなムスクのようなニュアンスを持つチェリーやストロベ
リーのフルーティな香りと繊細な土の香り。抜群のオススメロゼワイン
です。毎年即完売になる人気銘柄です。

ドメーヌ・ダラマラが位置するナウサは、
ギリシャ北部のマケドニア地方の中央に
位置する古くからのワイン産地。
マケドニア地方と言えば、6500年も前から土着
葡萄によるワインが造られてきた、世界最古のワイン産地の一つ。
ギリシャで最も
魅力的な黒葡萄クシノマヴロの銘産地としても有名。
ダラマラ族は、1840年より
ナウサの地で5代にわたってワイン造りと蒸留酒造りに専心してきた、歴史あるワ
イナリー。現在は、
フランスのボーヌの醸造学校を卒業後、
ブルゴーニュや南仏の
ドメーヌでワイン造りの修業を積んだ、6代目の息子、
コスティスに受け継がれつ
つある。力強さと優雅さ、荒々しさもあるがキチっとした酸味とのバランスが見事
な1本。上級のクシノマヴロです！

4,500円（税抜）
3041000978 フランス/ネクタージュース

フランス生まれのエレガントなストロベリーネクター

アラン・ミリア ストロベリーネクター
当店でも大人気のジュース、
アラン・ミリアのシリーズにストロベリーネクター
の登場です。
アラン・ミリアは、
リヨン郊外オルリエナで果樹園を営む家に生ま
れ育ち、1983年より果実栽培に携わってきました。完熟フルーツをかじったと
きの感動をジュースにして伝えたい。そんな思いから、1997年最初のジュース
を作り始め、今ではフランスの5ツ星・4ツ星ホテルの半数以上、
トップレストラ
ンの約1,300店で使用されています。
ストロベリーネクターは豊かな香りと強
い色味が特徴のセンガ・センガナ種というフランスではポピュラーな品種を使
用しています。日本の苺に比べると小粒で身が締まったイチゴです。春らしい
甘酸っぱい味わいを口いっぱいに感じるのも良いのではないでしょうか。

330mℓ
307002246

1,000円（税抜）

日本/秋田県

Rosemay オレンジスライスジャム

輪切りにした国産ネーブルオレンジを皮まで柔らかく煮込み、形を崩さぬ
ように丁寧に手作業で瓶詰めした瓶底からみても美しい、果実感たっぷ
りのジューシージャムが今年も入荷しました！純粋はちみつと果糖で丁寧
に煮込み、保存料・酸味料・ペクチンなどは一切使用せず仕上げました。
果糖と蜂蜜の爽やかでキレのある甘みがオレンジの香りとジューシーさ
をさらに引き立ててくれます。
まずは、そのまま食べてみてください！程よ
いピールの苦みとオレンジのジューシーさに驚くはずです！余力があれば
ぜひ【ブリアサヴァランアフィネ】
と一緒に召し上がってください♪
季節商品のためなくなり次第終了です。

3,000円（税抜）

1093001214 フランス/シャンパーニュ 限定12本

世界唯一のシャンパーニュ誌にて、有名大手メゾンを抑え
一位を獲得した幻のロゼ！12本限定入荷です！

シャルトーニュ・タイエ ブリュット ロゼ N.V

世界唯一のシャンパン専門評価誌『Fine Champagne Magazine』のノン
ヴィンテージ、
ロゼシャンパーニュ部門において、
ビルカールサルモンやその
他大手メゾンを抑え、一位を獲得したタイエのロゼ。彼の上級キュヴェにも使
われている区画のピノ・ノワールを使用し、
シャンパーニュで評価の高いとさ
れている2015年の原酒をベースに使用。色調は鮮やかなルビーレッドで、粒
の小さな赤いベリーやバラ、
スパイスのニュアンスがあり、筋の透き通るミネ
ラルも素晴らしい。去年は3本しか入荷しませんでしたが、今年は限定12本！
お家でプチ贅沢♪

7,800円（税抜） 春と言ったらロゼワイン！
407001771 スロバキア

年々入手困難に…。大人気のオレンジスライスジャムが
今年も入荷しました！！絶対ほしい方はご予約をお薦めします。

2

1年に1度のみ入荷！

1,510円（税抜）

冷たい液体に反応し、描かれている花びらがピンクに変わります。

TomiGlass マイチルフルート190cc
70年続く老舗の硝子製品を扱う会社『富硝子』
江戸硝子 に代表されるように地場産業でガラス
が有名な町、江東区近辺にあります。 マイチル
は変色インクを使用しているので、表面に描かれ
た白く見える花びらが冷たいスパークリングを注
ぐとほんのりピンクに染まります♡ピンクの花びら
と気取りすぎないフルートタイプのグラスは、
テー
ブルの雰囲気を柔らかくしてくれますよ。
この季節
にぴったりです。
個箱入り

1,700円（税抜）

数量限定のお得な商品をご紹介！
109303619 フランス/白

109301368 フランス/シャンパーニュ ほぼブラン・ド・ノワールがこの価格！

このサンセールやっぱり上手い！
濃厚でありながら爽やかな美しい味わい！

人気爆発！今一番売れている3,０00円台シャンパーニュ！

アンドレ・ヴァタン サンセール・レシャルム 2019
当店でも高い人気を誇るサンセールがついに復活！シレックス土壌を含む3
つの土壌から出来たソーヴィニョン・ブランをブレンド。
レモン、
グレープ・フ
ルーツのアロマと濃厚な果実味、
コクがありながらアフターにはハーブや青
野菜のようなソーヴィニョン・ブランらしさも健在！爽やかさと飲みごたえ十
分のソーヴィニョン・ブラン!これからの季節に欠かせないマストアイテムに
なること間違いありません♪
これからの季節はやっぱりサンセール！

3,200円（税抜）

ガストン・デクロ ブリュットN・V

去年の年末に大ヒットを樹立した3,000円台シャンパーニュのニュー・ス
ター ガストン・デクロ 。
この価格でありながら使用しているブドウは98％
が黒ブドウという、ほとんどブラン・ド・ノワールというユニークな銘柄！約
東京ドーム2個分の面積の畑を所有し、大量生産型のシャンパーニュが乱
立しているこのご時世であっても、真面目にこだわりを持って生産していま
す。
ピノ・ノワール90％使用し、芳醇な味わいが特徴的で、現在多くのリ
ピーターが生まれています！爽やかな味わいだけでなく、赤系果実や鉄分、
骨格を感じる確かな味わい。
まだ試されていない方はぜひトライしてみて
下さい！
通常価格 3,500円→

109303679 イタリア/赤

109304081 アメリカ/白

サッシカイア第3のワイン！優良年2016年限定入荷！

テヌータ・サン・グイド
レ・ディフェーゼ トスカーナ I.G.T. 2016
スーパー・トスカーナの先駆けと言えばサッシカイアを生み出すテヌータ・サ
ン・グイード。
レ・ディフェーゼは2002年が初リリースの赤ワインであり、
ブド
ウが収穫される区画はサッシカイアとほぼ同じ、ある意味セカンドワインとも
言える1本。
カベルネ・ソーヴィニヨンとサンジョヴェーゼの絶妙なバランス
で、偉大なサッシカイヤよりも早くに楽しめることで一躍有名となりました。
ラ
ズベリーやプラムを想わせる果実味と、力強さとしなやかさを合わせ持った
味わいです。現行が2018年なのですが、
トスカーナ優良年2016年を数量限
定で仕入れることできました！ぜひお試しください！
【ジェームズサックリング
93点】
数量限定
109206726

通常価格 3,900円→

3,500円（税抜）

南アフリカ/赤

ファン・ロッゲレンベルグ ジェロニモ・サンソー 2016
当主のルーカス・ヴァン・ロッゲンゲルグは、南アフリカのエルセンバーグ大
学にて農学を卒業後、南アフリカ国内の優良生産者やニューヨークでヴィン
テージを重ね2016年ヴィンテージに初リリースを果たしました。
リリース直
後から高評価を得た彼は、基本的に「ワインメーカーというよりファーマー」
だと言います、畑仕事を十二分に手入れする事により、
ワインに関してはほ
とんど自然任せのナチュラルワイン。今回初ヴィンテージのサンソ―が特別
に入荷、当時のバイヤーが試飲して感動した本当に旨いサンソー！この価格
は安いです！
限定36本

通常価格 2,900円→

109303667

DM期間限定特別価格！

バランスの良さが秀逸！新たな息吹を感じるナパ・ソーヴィニヨン・ブラン！
5,000円以下のプレゼントでおすすめ！

クロスローズ by ラッド ソーヴィニヨン・ブラン
マウント・ヴィーダー 2018

数々のカルトワインが生まれるナパ最高の産地「オークヴィル」にて有名畑
の一角に位置するラッド。故レスリー・ラッドが名声を高め、現在は娘のサマ
ンサがシャトー・マルゴーのインターンを終え、後継者として第一線で活躍し
ています。
クロスローズは自社畑で造るセカンド的存在でありながら、醸造は
ブレンドが分かれるだけでラッドと全く同じです。仏樽47%、コンクリート
32%、
アンフォラ14%、
ステンレス7%で発酵、熟成。
フレッシュで秀逸な酸、
レ
モンタルトやアーモンドの香ばしい香り、
ナパらしい果実味と爽快な味わい
が楽しめる素晴らしい一本です。
通常価格 5,800円→
109303997

前南アフリカワインバイヤーが感動したヴィンテージのサンソー！
春に飲みたい優しい美味しさ！

3,200円（税抜）

4,900円（税抜）

オーストラリア/赤

ロマネ・コンティのDNAを受け継ぐクローンもブレンド！！

サイドウッド ステイブルメイト・ピノ・ノワール

標高が高く冷涼なアデレードヒルズの自社畑のオークバンク・ヴィンヤード
で育ったブドウは、
オーバリン、777、MV6、
エイベルクローンのブレンド。
ブ
ドウは冷蔵室で24時間冷却、
クローンごとに分けて天然酵母で発酵。
フレン
チオーク樽で10ヶ月間熟成。慎重にバレル選択され最終的なブレンド。約
30%が全房発酵。ストロベリーやチェリー、仄かに果物の砂糖漬けの様な
ニュアンスのあるフレッシュな香り。
きめ細かなタンニンとバランスのとれ
た酸味がクリーンな余韻へと導きます。
2本で3,000円（税抜）

2,800円（税抜）

1本

ニュージーランド/白

2,100円（税抜）2本 3,000円（税抜）

109303895 チリ/白

新入荷おすすめ！！

デルタの隠れた銘酒、新登場！ぜひお試しあれ！！

世界一過酷な砂漠で造られるソーヴィニヨンブラン

フライング・ワインメーカーのマット・トムスン、栽培家のニール・イボットソ
ン、
ロンドンに本拠を置く輸入業者でマスター・オブ・ワイン
（MW）のデビッ
ド・グリーブの3人がマールボロの可能性に着目し、
ジョイント・ヴェンチャー
を立ち上げた。白桃やバニラ、
スパイス、
キャラメルのニュアンスが仄かに香
るエレガントで洗練されたスタイルを持つシャルドネです。樽発酵させてい
るので厚みのあるリッチな味わいですが、酸とミネラルとのバランスが良く、
エレガントで飲み応えのあるワイン。

チリのアンデス山脈と太平洋の間にある砂漠であるアタカマ砂漠は全体の
平均標高は約2,000mにも達し、世界で最も降水量の少ない地域として知
られています。その過酷さからアタカマ砂漠への道は「死への道」と恐れられ
られていました。そんな世界一過酷なアタカマ砂漠で単一畑、単一区画で栽
培される超低収量ワインです。熟成は、
ステンレスタンクで発酵後10ヶ月間、
澱と一緒に熟成されます。アロマはシトラス系の香りにグリーン唐辛子の
ニュアンスが加わります。
フレッシュでボリューム感があり、酸味が高くミネラ
ルを感じます。
クリーンで後味に塩味が残り、
とても複雑味を持っています。

デルタ シャルドネ 2019

通常価格 2,500円→
304100282

日本

2,200円（税抜）

数量限定

スタッフもリピートして購入しています！食べ応えがある逸品です！

鴨スモーク

ベンティスケーロ グレイ ソーヴィニョン・ブラン

3,000円（税抜）

501000576

中国

特別価格

インテリアの一部として空間に調和する、
ワインを愛する人のためのワインセラー

フォルスター グランセラーSG-121GS

北海道札幌市円山にあるサラミ・ハム・ソーセージの工房の「salumi hayashi サルーミ ハヤ ウッドブラウン 49本入り 1温度帯
シ」さん。お客様に喜んで頂けるサラミ・ハム・ソーセージを心を込めて丁寧に作っています。必 どんな空間にも馴染みやすいブラウンの木目調の外観と、同じく木
要最低限に添加物の使用を抑え、保存料、ｐH調整剤、増量剤は使用しない、お肉本来の味や 製の飾りつきスライドラック、高い加湿能力を備えて適切な温湿度
食感を大事にし、安心安全なハムソーセージ作りを行っております。本店でも人気の 鴨ス を守るセンサーを搭載。
レイアウトにより扉の開き方を左右替える
モーク ！当店ではスタッフにも人気です。原料にはフォアグラ用に飼育されたハンガリー産の 事も可能（別途有料オプション）扉天面に操作パネルを配置など、
鴨肉 マグレドカナール のむね肉を使用。1週間
機能美がワイン好きの心をくすぐります。見た目以上に収納本数も
もの塩漬けを行った後、
スモークを施すことで、
カ
多く、新たなライフスタイルの仲間にワインセラーを取り入れてみ
モ肉特有の旨味を最大限に引き出しています。
ス
てはいかがでしょうか。
〈当店でのワインセラー購入特典として、収
ライスしてそのままお召し上がりください。
きっと
納本数分のワインが15％OFFになるチケットを進呈しております。
赤ワインが飲みたくなるはずです！
（有効期限あり）〉
通常価格 1,700円→

1,530円（税抜）

幅501×奥行590×高さ820mm

通常価格 152,900円→

138,000円（税抜）
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今月のおすすめワイン「家飲みからちょっと贅沢なワインまで、世界各国様々なワイン
109202204

残り1ケースのみ！大特価の1000円off！

フランス/シャンパーニュ

シャブリ一級畑で最高の区画！モンテ・
ド・
トネルの2015がまだありました！

当店の店長が仕入れてから忘れる事、およそ5年。ついに見つけてしまいました！
生産量は僅か3000本ほどで、5つのグラン・クリュのブレンドに、10％の赤ワイン
を入れて仕込みます。澱引き(デゴルジュマン)は2014年とかなり落ち着いた状態
で、美しいサーモンピンクの色調からよく熟した白桃や紅茶、
ナッツの熟成したア
ロマ、泡立ちは柔らかく綺麗に溶け込み原酒の旨味を感じます！残り僅か20本、販
売は当店だけの限定品です！桜を見ながら熟成ロゼ・シャンパーニュはいかがで
しょうか？

1815年設立のシャブリ老舗ワイナリー"ビヨーシモン"。彼らは素晴らしい畑を数
多く所有しています。
このモンテ・ド・トネルはシャブリ一級畑の中でも高い人気が
あり、特級畑の延長線上にあるとされ、
ミネラルと熟成によるオイリー、むっちりと
柔らかく、華やかな味わいとして人気。
さらに2015年の力強さ、
はちみつのような
甘みのある果実味と香りを含んでいます。有名和食店や、
トップソムリエが今注目
する生産者・畑をぜひご自宅でお楽しみ下さい！

通常価格 9,800円→
109301601 フランス/白

8,800円（税抜）

優しく癒されたい方へ！

キュートなラベルに、心惹かれる人続出！
凝縮感あふれる自然派ミュスカデ！

マルク・ペノ VdF クゥール・ド・ペザン 2019

2,700円（税抜）

②

①109303860
②109303863

フランス/白

赤

ビヨー・シモン シャブリ･1ER･CRU
モンテ・ド・トネル 2015

通常価格 6,600円→
109303897 フランス/赤

5,900円（税抜）

2019年ヴィンテージがついに入荷!

自然派ワイン好きの皆さん、2019年のパタポンが入荷しました！

フランス、
ロワールの下流にて採算度外視でワインを生産するマルク・ペノ。15ha
以上持つ畑を彼一人で管理し、全て手摘みで行うその姿はまさに生粋の職人で
す。考えられない程収量を落として仕込まれるムロン・ド・ブルゴーニュ
（ミュスカ
デ）は、2019年の猛暑とも相まって、非常にリッチな味に仕上がりました。SO2を
ほとんど使用しないナチュラルな造りですが、
自然派好きもそうでない方も気さく
に楽しめる、癒し系の自然派ワインです。暖かくなってきた春先にいかがでしょう
か？
上級キュヴェも色々♪今年も28銘柄入荷しました！

2018年も高評価!ルー・デュモンが今年も入荷しました！

ルー・デュモン ①ACブルゴーニュ・ブラン
②ACブルゴーニュ・ルージュ

今年も日本人生産者仲田晃司さん率いるルー・デュモンから2018ヴィンテー
ジが当店にも届きました！仲田さんも太鼓判を押すヴィンテージで平均気温が
21世紀で一番高いといわれ、濃厚で糖度が乗っており、魅力的な太陽のヴィン
テージ!新たに新銘柄なども今回入荷しましのたでぜひ店内奥のセラーをご
覧ください!今年は最も人気の高いACブルゴーニュを厚めににオーダーしました。お好みのヴィン
テージか確認したい方はぜひこちらの両銘柄をご検討ください！十分熟成にも耐えゆるヴィン
テージとなった2018年から目が離せません！ ①
円（税抜）②
円（税抜）

3,900

4,000

109303634 イタリア/赤

ドメーヌ ル ブリゾー パタポン 2019

当店でも大人気のロワールを代表する自然派ワイン"パタポン の進化は止まりま
せん！2012年、前オーナークリスチャン・ショサールが不慮の事故により亡くなっ
た後、
ドメーヌを引き継いだ妻ナタリー。元劇団女優の彼女は悲しみや重圧を乗り
越え、
ショサールの意思を引き継ぎながら、彼女らしい魅力溢れるワインを造り続
けています。味わいは赤い果実や紫蘇など、
フレッシュ・チャーミング・エレガントを
兼ね備え、
アフターは繊細なタンニンが綺麗にまとめてくれます！ロワールの土着
品種、
ピノ・ドニス100%で仕込んだドメーヌ・ブリゾーの代表作です。大変飲みや
すいので自然派ワイン入門の方にもおすすめの一本です！

3,700円（税抜）

109304096 イタリア/白

新着ワイン

春にピッタリ！大切な彼女をイメージしたユニークなブレンド！

サン・マルツァーノ エッダ 2019

南イタリアならではの新鮮な果実味を活かしたモダンテイストが認められ世界的に人気を博す
ワイナリー。彼女を意味する「エッダ」、大切な人に花束を贈るようにこのワインを贈って欲しい。
そんな思いから、華やかさとミステリアスな魅力を表現するため、シャルドネにモスカートなど
をブレンドしたユニークなセパージュ。華やかな白い花のアロマと完熟したリンゴの香り。オー
クのニュアンスと果実味が見事に溶け合い官能的な味わいを生み出しています。2018年に続
き、こちらの2019年も2年連続ルカ・マローニ満点を獲得！1日目はオーク樽熟成の風味が強
く、落ち着いてきた3日目頃からモスカートの華やかさが出てきます。エチケットはウエディング
ドレスをイメージ、まさに「彼女」という名前にふさわしいワインです。

2,500円（税抜）

109302949 イタリア/赤

カルト生産者のロッソ！これぞ最高のテーブルワイン！

チェルバイオーナ NV ロッソ

生産量の少なさから「カルト・ブルネッロ」の地位も確立するブルネッロ最高峰の生産者の一人。純
粋な好奇心でワインの本質的な美しさ、尊さを味わってほしいという思いから、一切のスコアやレ
ビューの掲載を拒否。このロッソを待っているファンも多いほど素晴らしい出来栄え。今回は2017
年と2018年のサンジョヴェーゼ、さらにトスカーナで最高のピノ・ネロを生み出すと言われる「マル
ケージ・パンクラツィ」から借りた畑からのピノ・ネロ（ピノ・ノワール）をブレンド。ワイン法により
テーブルワイン の格付。大きさの異なるスラヴォニアンオークで30ヵ月。サンジョヴェーゼ・グロッ
ソ90％にピノ10％のブレンドセンスが素晴らしい！！ブルネッロが持つ柔らかさに加え、アフターに
ピノの余韻が・・・なんともお洒落な1本。
通常価格 3,600円→

3,500円（税抜）

109303515 イタリア/赤泡

年末2015年が完売！
トスカーナ優良年2016年が新入荷！

カステッロ・ディ・モンサント
キャンティ・クラッシコ D.O.C.G. リゼルヴァ 2016

カステッロ・ディ・モンサントの歴史はアルド・ビアンキが1961年フィレンツェとシエナ
の間にある土地と城館を買い取ったことに始まります。通常のクラッシコが12カ月間
の大樽熟成を経るのと比べ、
リゼルヴァは小樽で18カ月間の熟成がなされます。キャ
ンティを知るにはやはり「モンサント」
！イタリアで知らぬ人はいない老舗ワイナリーで
あり、素朴な味わいはワインファンの心を掴んではなしません。2015年に引き続き、
2016年も太鼓判の美味しさです！
【ワインスペクター94点】
【 パーカポイント93点】
【ジェームスサックリング94点】
【ヴィノス92点】

4,700円（税抜）

109303906 スペイン/泡ロゼ

赤の発泡！瓶内二次発酵で造る本格派ランブルスコ！

カンティーナ・デッラ・ヴォルタ
ブリュット・ロッソ 2016

天才的なエノロゴ「クリスティアン・ベッレイ」が友人達と2009年に立ち上げた蔵元。ボトル
前面にランブルスコ表記がないのですが、裏面には『ランブルスコ・ディ・ソルバーラ DOC 』
ソルバーラ種のみを使用したワンランク上のランブルスコです！ちなみにランブルスコ・サラ
ミーノ種は濃厚な果実味、ランブルスコ・グラスパロッサ種はしっかりとした味わいとそれぞ
れ品種に特徴があります。ランブルスコの原種と名高いソルバーラ種単一。大きな特徴であ
る酸と硬質なミネラルが綺麗に出ており、ブラックチェリー、ラズベリーや熟したイチゴ、また
シトラス系の香り。さらに9ヶ月以上の瓶内二次発酵で造る本格派！
円（税抜）

2,500

見て飲んで癒されるチャーミングな赤い果実のようなペッ
トナッ
ト！

ヴィニェス・シングラス アル・ローザ・ラモール 2017

挑戦的なワインメイキングを行う若手醸造家が台頭するペネデス。
ヴィニェス・シン
グラスを取り仕切る、
イグナシもまさにとんがったペネデス新世代の一人。彼の造り
出すワインは早くもバルセロナやパリ、
ロンドンなどの感度の高いソムリエ達の間
で話題になっています。
ワインは全体的にハイトーンで、
クリーンな味わい。
ナチュ
ラルワインにありがちな欠陥は見受けられません。
このアル・ローザ・ラモールは、
カヴァの主要品種のチャレッロ、マカベオにモナストレルをブレンド。
アンセストラ
ル製法による亜硫酸無添加のロゼ・ペティアン・ナチュール。

3,200円（税抜）

109304010 スペイン/赤

109202370 スペイン/ロゼ

一年一度の限定入荷！華やかで滑らかな味わいのロゼ！

オノロ・ベラ ロサド 2019

一年に一度限定入荷される、
テンプラニーリョ50%、
シラー50%で仕込まれるロゼ
ワイン。果汁はプレスによるものとセニエの両方を使用。
キリリとした心地よい酸
のあるさわやかな味わい。赤い果実やチェリーのフレイバー、更にイチゴやスイカ
を思わせるフレイバーも感じられます。余韻は非常になめらかで非常に親しみや
すく、飲みやすいロゼワイン。
しっかりと冷やして飲むのがオススメです。驚くほど
に様々な料理に合わせられます。
スクリューキャップなのでお花見など野外に持っ
て行くワインとしても最適です。

1,500円（税抜）

4

やっぱり人気のシャブリ！ちょっと贅沢な良年一級畑は如何でしょうか？

お店の倉庫から宝物が出てきました！魅惑のParty熟成シャンパーニュ！

アルティス & CO ブリュット ロゼ 2007

①

109304090 フランス/白

今最も注目されている生産者が造る本当に旨いガルナッチャ！

ビーニャ・ソルサル ガルナッチャ 2019

ビーニャ・ソルサルは、
スペインワインの新潮流として、今最も注目を集める生産者
と言えます。
イギリス人評論家のジャンシス・ロビンソン女史やアメリカのウォール
ストリートジャーナル紙など様々なメディアから高評価を獲得。R.パーカー氏は、
「アメージング・バリュー」
「ジューシーで美味なガルナッチャ、そして本当に味わい
深い」とベタ褒め。
フレッシュな赤系果実やプラム、
ほのかにドライフラワーなどの
ニュアンスも感じます。
きめ細かなタンニン、優しさとエレガントさを兼ね備えた味
わい。
コストパフォーマンスに優れた1本。

1,600円（税抜）

ンが揃っています♪ お気に入りの1本を見つけてください！」
109304027 ジョージア/オレンジ

109304126 オーストリア/ロゼ

重力システムを用い、3回クヴェヴリ熟成させたオレンジワイン！

オーストリアを代表するロゼワイン、最上級のシルヒャー！

パパリ・ヴァレー スリー・クヴェヴリ・テラスズ
ルイカツィテリ No.6 2019

ラングマン シルヒャー ホッホグレイル レゼルヴ 2018
ヴェストシュタイヤーマルクには、たった546haの葡萄畑しかないが、
この土地でブ
ラウアー・ヴィルトバッハー種から造られるシルヒャーはこの土地のスターワイン♪
ラングマンさんは3つの畑を所有しており、その中で最も最上級なのがこのホッホグ
レイル。南南西向の凄まじい急斜面の畑の最上級の葡萄から造られるシルヒャーは、
片麻岩土壌、樹齢40年の古樹を使用。
ストロベリーからラズベリーのような凝縮した
果実味、土地由来のミネラル、
タイトなボディ、鋭利な酸が特徴的。
シルヒャーという
名前は、淡いピンクからオニオンスキン色の外観が、目も眩む（玉虫色）
というところ
からきている。
オーストリアを代表するロゼの一つ！

ジョージアの東、カヘティ地方のグルジャアニ、アカシェニ、ムクザニの3つのPDOがまたがるアカシェニ・ヴァ
レーに2004年に設立されたワイナリー。所有するのは9.3haの畑で有機栽培を実践している。オーナーで醸
造家のヌクリ・クルタジ氏は元物理学者で、発酵から熟成まで、三層構造のマラニ(クヴェヴリが置かれた施設)
では、全て重力を利用してワインを移動している。このオレンジワインは、破砕してプレス後、果皮、茎、種が
85%程度残った状態でクヴェヴリに漬け込み、3ヶ月程度マセラシオン、その後ワインだけを下の階層に移動
し、別のクヴェヴリにて熟成、さらに№6のクヴェヴリにて3ヶ月熟成させて瓶詰め。クルミやほうじ茶、ヨーグル
トの風味も持つ、ルカツィテリのオレンジワイン！
通常価格 2,850円→
円（税抜）

2,750

109208402 アメリカ/白

4,800円（税抜）

今飲み頃！山菜の天ぷらと一緒に！

109301388 アメリカ/赤

改めて実感した美味しさ！シャルドネとリースリングをブレンドしたNYスタイル！

暖かくなってきてスポーツをした後に美味しいピノ・ノワールを！

フィールド・レコーディングス ワンダー・ウォール
ピノ・ノワール 2019

サーモン・ラン シャルドネ・リースリング
フィンガー・レイクス 2018

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、ニューヨークワインの品質を高め、世界に知らしめた
第一人者です。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、今では世界中のソムリエが注目しています。シャルドネとリースリングを半分
ずつブレンドした珍しいワイン。両品種の個性がしっかりと出ており、華やかでありながら、飲
みごたえのある味わいは、唯一無二の魅力です。最近改めて飲んでみたら、とても美味しくなっ
ていました！春先におすすめの味わいです！山菜の天ぷらと相性抜群！
円（税抜）

カリフォルニア州パソ・ロブレスで、革新的な若い生産者が立ち並ぶエリアに拠点を構え
ます。アンドリュー・ジョーンズは元苗木屋で、セントラル・コーストのほぼ全てのワイン畑
を回った中で、ダイヤモンドの原石とも云うべき、高品質でリズナブルなブドウが育つ畑
に鋭い目を向けました。
ワンダーウォールは、複数の畑のブドウをブレンドしており、バラ
ンスに優れた高級感あふれるシリーズ。様々なスパイス、紅茶のような落ち着いた香り。
今回のラベルは野球の神様「ベーブ・ルース」。スポーツが好きな方や、勝負事をする人
へのプレゼントにもおすすめです！
通常価格 3,300円→
円（税抜）

2,800

109200606 アメリカ/赤

3,100

定番でこの価格！

現地アメリカでは＄20〜30！素晴らしいパフォーマンスのカベルネ・ソーヴィニヨン！

大人気生産者の新作は、濃厚ナパ・カベルネ！

ブレッド＆バター リザーヴ カベルネ・ソーヴィニヨン
ナパ・ヴァレー 2018

ランチ32は、自然に大変愛された涼しい場所にブドウ畑を所有しているワイナ
リー。夕方の沿岸の霧がしばしば翌日の午前中半ばまでかかる冷涼な気候がブド
ウにとってはまさに天国とも言える環境で育ったエレガントなスタイル。濃厚な果
実味もありながら、骨格やバランスに優れてます！レストランでもグラスワインでご
提供されているお店は多いのは、信頼の証。
こちらのラベルは元々現地小売店の
専売商品だったのですが、契約が切れた関係で、現在中身は現地アメリカで＄20
〜30で取引されているカベルネ・ソーヴィニヨンと同じワインを瓶詰しています。

「俺たちのミッションは、次世代ワイン界のロックスターになるべく、つまみを最大まで回
した大音量のアルコールを届けることさ。もし、
このワインがやかましく聞こえるような
ら、あんたはもう老いぼれさ」というインパクト大のコンセプト。
ブレッド&バターは、最
も急成長しているブランド100ランク入りしている近年注目のワイナリーです。2021年
春にテイスティングルームオープンに合わせて、
「リザーヴ・カベルネ」をリリースしまし
た。仏樽16か月熟成。
ブラックベリーの魅力的な香り、柔らかくリッチな口当たり、芳醇
なナパ・ヴァレーのカベルネです。
通常価格 7,980円→
円（税抜）

1,700円（税抜）

109303364 オーストラリア/ロゼ

7,500

109304046 オーストラリア/赤

限定12本

2020年度オーストラリア
「最優秀若手醸造家」選出！！

冷涼な気候を備え個性的なブティックワイナリーが集うヴィクトリア州、マセドン・
レーンジズ。
ビオディナミのワイナリー「コバー・リッジ」に生まれ、後継者のジョシュ
ア・クーパー自身の2012年がファーストヴィンテージとなるレーベル。
マセドン・レー
ンジズ周辺の「ジョシュア・クーパー」でコネクションのある複数の畑をブレンド。野生
酵母で醗酵、
ステンレスタンクもしくはオーク樽にて熟成させるが、
ウィヤージュはし
ない。
シャルドネに、
ごく僅かに2018年産のピノ・ノワールをブレンド。酸化防止剤は
極少量。
ノンフィルター、清澄剤不使用。
109100498 オーストラリア/赤

限定2セット

比類なきロックフォード・スタイルのカベルネ飲み比べ！

ジョシュア・クーパー
セントラルハイランズ＆レンジズ・ロゼ NV

通常価格 3,900円→

新商品！

109303944 アメリカ/赤

ランチ32 カベルネ・ソーヴィニヨン 2017

通常価格 1,780円→

新VTG!ラベル変更！

3,650円（税抜）

ロックフォード ライフル・レンジ・カベルネ・ソーヴィニヨン・
セット 2006＆2016

オーストラリアの3大シラーズの造り手として国内外のアイコンとして君臨
するロックフォード。
オーストラリア国内でも彼らのワインは非常に入手困
難になっています。
シラーズがとても有名な生産者ですが、もうひとつのア
イコンとして人気なのが、
このカベルネ。
オーストラリアらしいユーカリに
加え、
カシス、
プラムが全体の中心となっているが、ハーブやスパイスなど
非常に複雑。
フレンチオークとアメリカンオークで24ヶ月熟成。丁寧にひとつひとつ瓶詰めさ
れたカベルネは、
とても貴重な1本！
通常価格 19,500円→
円（税抜）

18,000

お花見ワイン24本限定！

109301460 チリ/白

限定36本

日本とオーストラリアを繋ぐ。毎年人気のSAKURAワイン♪

すっぴんのおいしさを詰めた気取らないワイン

桜。春の訪れを知らせる花であり、
日本の国花です。一方、
オーストラリアワインの
象徴品種といえばシラーズです。
この可愛らしいエチケットのモデルはオーストラ
リア、
ニューサウスウェールズ州カウラ地区の桜並木。
その桜の樹々は第二次世界
大戦中に起きた日本人捕虜脱走事件の犠牲者を悼みカウラの人々が植えたのだ
そうです。味わいは、芳醇なベリーや甘草のニュアンス、バニラやモカの香り、豊富
なタンニンを含んだオーストラリアンシラーズ。例年のように大人数でのお花見を
楽しむことができない今、
このワインをテーブルに置いておうちでお花見しません
か？

昨年インポーター在庫が瞬く間になくなってしまったところ、なんとかかき集めて
36本ご用意できました！！チリで300年続く家族経営の自然派ワイナリーエチェ
ヴェリアより、可能な限り手を加えずに造った【すっぴんワイン】が届きました。
ピ
トゥコとはスペイン語で気取ったものではないという意味です名前の通り気取らず
にごくごく飲めてしまうワインは家飲みにぴったりかもしれませんチリのシャルド
ネらしいトロピカルな香りとほっぺがキュッとなるくらいの酸があり、蒸した白身
のお魚をポン酢で食べるときなどに飲みたいなぁと思いました。
おいしすぎてあっ
という間になくなってしまいそうなのでお早めに！！

ウインダウリー・エステート サクラ・シラーズ 2018

エチェヴェリアノ・エス・ピトゥコ シャルドネ 2019

3,300円（税抜）

109304025 南アフリカ/泡

数量限定

1,900円（税抜）

①

②

①109303580
②109303579

日本/白

赤

限定2本ずつ！

48ヵ月熟成！数々の大統領が愛したトップスパークリング！

日本のポテンシャルの高さを感じる限定コレクション！

グラハムベックは、瓶内二次発酵ワインだけに特化した南アフリカを代表するプレミア
ムスパークリングの造り手です。過去にはオバマ元大統領やネルソン・マンデラ大統領
が、就任時に喉を潤したことで知られています。こちらは石灰質土壌を有するロバート
ソンの自社畑で育つシャルドネの中から厳選したブドウを使用。48か月の熟成を経て
濃厚で心地よい香りと、さわやかなライムのような立ち上がり、細かいムース状の泡は
長く続くエレガンスを演出します。上質なスパークリングを探すなら南アフリカは外せま
せん。春野菜のソテーなどと合わせたい！

1877年、勝沼で最も古い歴史を誇る造り手の一人、旧・今村醸造所（現：
シャトー勝沼）
が産声をあげて130年余。第三代当主、今村英勇氏が、130
周年にあたって立ち上げた造り手が「鳥居平今村」である。現当主英勇氏
の祖父、
すなわち、創業者である今村興三郎氏の代から、
ごく少量ずつ寝
かしてきた、希少なオールドコレクション。

グラハム・ベック・ワインズ
ブリュット ブラン・ド・ブラン 2016

通常価格 3,150円→

3,000円（税抜）

鳥居平・今村 ヴィンテージ・コレクション 1990
①ブラン ②ルージュ

各15,000円円（税抜）
5

一度は食べて欲しい！本気の食材揃ってます！
304100987 イタリア

冷蔵品

まるで旨味の塊！一度食べたら
癖になる事間違いなしの激うまトリュフサラミ
！

ビラーニ サラミ・タルトゥフォ

イタリアのビラーニ社が出している黒トリュフの練りこ
まれたサラミ。他のサラミに比べるとトリュフが大きくカ
ットされて練りこまれており、口に含むとその香り高さ
が鼻孔から抜け、一瞬にして幸せに包まれます！また、
噛めば噛むほど肉の凝縮
された旨味と脂が溶け出
し、もう誰も、あなたの2口
目を止めることはできない
でしょう！気付いたらワイ
ンより買っているため、一
度ハマると大変です…塩
味もしっかり、性別、年齢
問わず病みつきになる事
間違いなし！文だけじゃ伝
えきれない美味しさをぜ
ひ一度、
お試しください！
約220g

1,500円（税抜）

304100799

いぶりがっことチーズのオイル漬

秋田が誇る「いぶりがっこ」
（大根を燻製して塩と麹で漬
け込んだ漬物）を、最高のマリアージュであるチーズと
ともにオイル漬けに！秋田の魚
醤「しょっつる」と塩麹の旨味を
加え、他にはない味わいに仕上
げています。
いぶりがっこ独特の
燻製の香りと食感、旨味を増し
たチーズとの組み合わせでお酒
がすすみます！そのままでもちろ
ん美味しいですが、パンにのせ
てカナッペに！オススメはマッシ
ュポ テトと合 わ
せて食感が 楽し
ポテトサラダに！
ぜひ、
ブラックペ
ッパ ーを最 後 に
ひとふりして大
人なポテサラを
お楽しみ下さい！

800円（税抜）

プルーン ダント ミ キュイ
（フランス産半生プルーン）

プルーン本来のフレッシュ感と味わいを残すため、水分
量を40％も残した半生プルーン。肉厚で柔らかい果
肉。バランスの良い酸味と甘み。上品な香りが、口の中
で広がります。初めて食べた時はプルーンがこんなに甘
くて芳醇と信じられず、
メーカーに原料表示を見せてほ
しいと疑ってしまったほど。確認した結果原材料はプル
ーンのみ（笑）
アキテーヌ地方のデュラスで収穫される
完熟プルーンをオーブンで18時間ゆっくり脱水乾燥さ
せるので、水分量が大変多くみずみずしく、
トロっとした
食感が楽しめます！
そのまま・ソースに！
アレンジ は 無 限 で
す！本当に美味しい
ので、食わず嫌いな
方にぜひ 食 べて頂
きたいです！
！
300g

6

2,200円（税抜）

冷蔵品

数量限定

新利根チーズ工房 勝馬蹄

栃木県稲敷市内の大杉神社に毎年奉納する
【勝馬蹄】
「稲敷には発酵の神様がいて、馬を守る神様がいる」と
いうのがきっかけで製造したチーズ。酵母菌で熟成させ
ることにより、放牧牛のミルクの美味しさが最大限に表
現されたチーズ。食用炭をまぶすことにより、酸味がま
ろやかになり、
より食べやすくなっています。ホロッとし
た食感とミルクの甘みとコクが酵母熟成の特徴ですが、
酵母は繊細で環境により味わいが変わってしまうので、
毎日酵母と対話しなが
ら、チーズを仕込む西
山さんの 人 柄が 味 わ
いにでてて、新利根チ
ーズ工房さんのファン
に なる方 が 現 在 急 上
昇なんです！

1,730円（税抜）
①30411001 ②30411002

①3041000973 ②3041000972

スペイン 冷蔵品

100％無添加！サラミの概念を覆す！激うまサラミ
！

①100％ナチュラル イベリコ サルシチョン
②100％ナチュラル イベリコ チョリソ
加工食品の保存料は安定した物流のため必至が世の常
識ですが、
こちらのスペイン産イベリコ豚のサラミは保
存料を一切使用しておりません！！そのため、
イベリコ豚
本来の旨味がダイレクトに感じることが出来、熟成させ
るための白カビの風味もしっかり感じれます。食べた後
の口の乾きがないことに驚きで
す！また本場スペイン産のチョリ
ソは赤唐辛子を使用しておらず
辛くなく、強めに効かせたニン
ニクと赤パプリカのパンチのあ
①
る味わいがお酒と相性抜群で
す！食べる30分前に常温に戻
し、薄くスライスして召し上がっ
て頂くとサラミの美味しさを最
大限に感じることが出来ます。
②
業務用商品のためgにバラツキはありますが（70g〜80g）
70g定貫で販売しております。

680円（税抜）

通常価格 各840円→ 各
日本

①304100954 ②304100955 ③304100956

イタリア

肉と塩だけで作る熟成肉ジャーキー！濃厚な旨味に驚きます！ あれば何かと便利な5種のフレーバー・オリーブオイル！

①JAPANESE BEEF 熟成ビーフジャーキー ビオロジコイルズ
②熟成神戸ポークジャーキー
有機EXVオリーブオイル
①JAPANESE BEEF 熟成ビーフジャーキー
①レモン ②バジル ③チリ

肉と塩だけで作る熟成肉ジャーキーは約100gの国産ビー
フを20gまで凝縮。肉本来の深い味わいと濃厚な旨味が絶
品！独自の製法で肉の旨味を最大限に引き出すことだけを
考えたビーフジャーキー。塩は淡路島の
海水を鉄釜に薪をくべて約40時間かけ
て炊き、杉樽で一晩寝かせた天然塩を使
用。噛めば噛むほどに肉本来の極上の
旨味があふれてきます。
②熟成神戸ポークジャーキー
肉と塩だけで作る熟成肉ジャーキーは
約100gの神戸ポークを20gまで凝縮。
肉本来の深い味わいと濃厚な旨味を誇
ります。自然に囲まれた神戸髙尾牧場
で、大切に育てられた神戸ポークのモモ
肉を独自の製法で約1/5まで旨味を凝
縮。独特の香気と塩気がある生ハムをそ
のまま干したような味わいが特徴のポ
ークジャーキー。塩は熟成ビーフジャー
キーと同じ淡路島の鉄釜炊き塩を使用。

860円（税抜）

3041000966

日本/愛媛県

229g 各
季節限定商品

甘くない！
そんな柚子ハニー味わったことありますか？

MIO BRANDs 柚子ハニー

瀬戸内産のもぎたて柚子と瀬戸内産の非加熱蜂蜜を使
用した、柚子ハニー。柚子ハニーと聞くと、柚子茶や柚
子ジャムのように甘みが強い味わいを想像すると思う
のですが、
こちらの柚子ハニーは甘くないんです！開封
したての鮮烈な柚子の香りと口の中で広がる柚子の果
肉の酸味とピールの苦みは、お料理好きのイマジネー
ションを刺 激す
ること間違いな
しです！そのまま
ハイボールやサ
ワーに入れても
美 味しいです
が 、オイル サ ー
ディンやコンフィ
にちょい 足しし
て食べても◎♪

200g

1,260円（税抜）

厳選された有機栽培のオリーブをコールドプレス
（低温
圧搾）
で抽出。その一番搾りのフレッシュなエキストラ・
ヴァージン・オリーブオイルに5種のフレーバーをトッピ
ング。①イタリア産有機レモン由来のレモン香料を配
合。
すっきりレモンとオリーブオイルの相性は鉄板です！
②イタリア産有機バジ
ルとバジル 由 来 の 香
料を配合。爽やかなバ
ジルがフレッシュオリ
ーブオイルと絶妙にマ
ッチ！③イタリア産有
機唐辛子と唐辛子由
来の香料を配合。パス
タやピザに一振りすれ
ば美味しさ倍増！ここ
では紹介しきれません
が 、ガ ーリックとロー
ズマリーもあります。

1,100円（税抜）

20g 各

304100993 フランス

極上の美味しさ！
こんなに美味しいプルーン初めてです！

日本/栃木県

幸運の形の馬蹄型チーズ。
国産チーズのポテンシャルの高さに圧巻！

日本

2020年buyerʼs roomにて
最高賞にあたる
「経済産業大臣賞」
を受賞！

100g

304100812

304100959

ニュージーランド

一日一粒！マヌカハニー100%のキャンディー！

ハニー・ドロップレット
マヌカハニーUMF10+

日本の特許技術にて固形化に成功！砂糖や保存料は一
切不使用のニュージーランド産マヌカハニー100%の
キャンディー。キャンディーなので、パンに塗ったり、紅
茶に溶かしたりする手間が掛かりません。マヌカハニ
ーをのど飴感覚で摂取できるのも嬉しい。カロリーは
砂糖の2/3程度、なのに甘さは約1.5倍。抗菌作用が強
いので、健康のために常備するのもよし。当店スタッフ
の中にも愛用者が
チラホラと。6 粒で
1 , 0 0 0 円と決して
安くは ありませ ん
が、期待出来る効果
などを考えれば、決
して高 い 買 い 物で
はないかなと
（あく
まで私見ですが）。

6粒

1,000円（税抜）

持っておいて損は無し！ 便利な雑貨です！
402003539

ハンガリー

402000592

人気のハンドメイドグラスの新着は
小ぶりでキュートです

フランス

402003541

スペイン

WINEX/HTT
ブルゴーニュPlus S

デザートカップにしても可愛い♪
安定感のいい脚付きグラス

ARCOROC
ロマンワイングラス 210cc

シャンパーニュなども楽々入っちゃう！
２本用の丈夫なクーラーバッグ登場

ハンガリー製の薄くて軽い、ハンドメイドグラス、HTT！
熟練の職人の数百年続く伝統の口吹き技術継承により
完成します。軽さと美しさ、文句無しにコスパ抜群です。
この新商品は沿ったリムが人
気のモデル ブルゴーニュ
の一回り小さいサイズ、高さ
が3センチ程低くなり収納の
困らず家庭用にぴったり、軽
めの赤〜ふくよかな白が兼
用でき、またデザートワイン
にも良さそうです♪

カフェ気分になれちゃ
うおしゃれなフランス
製のグラス。
短いステムで背が低い
ので倒す心配も軽減さ
れますね。ワインを飲
むのにももちろん、楽
しいティータイムにも！
日常使いできる可愛い
ワイングラスです。

ダブルフックのソムリエナイフで人気を誇るスペインの
ブランド"Pulltex"はワイングッズも幅広く展開していま
す。
これから少しずつ暖かくなる季節に向けおすすめし
たいしっかりした保冷バッグが登場しました！ラベルが
濡れない保冷剤内蔵タ
イプであらかじめ冷凍庫
で凍らせてから使用する
タイプです。安定感もあ
るのでアウトドアやテラ
スなど、運んだ先にその
ままクーラーとして置い
ておけます。
クッション性
も高い ので大事なワイ
ンをしっかりと、しか も
飲み頃温度で持ち運び
可能できる便利バッグ！

PULLTEX
クーラーバッグ TOGO2ボトル

600円（税抜） ソーダガラス製・80φ 117H 210cc
カリクリスタル製・53φ 96M 205H 460cc

3,500円（税抜）
407001770

①402002968 ②402002596 ③403001806

台湾

３,000円（税抜）

色々なシチュエーションで大活躍の、
割れないグラスの大定番！

イギリス

シンプルにボトルの整理もできる優秀マッ
ト

Fridge monkey
ボトルスタッキングマット

ワインボトルなら５本重ねて置く事でができるスマート
なボトルマット。缶なら最大10本は積む事が可能！あり
そうで無かったシンプルさがかっこいい。仕切りの無い
冷蔵庫内でもボトル整理に役立ちます♪
ストック分をディスプレイの様に重ねておいてもおしゃ
れです。素材のTPEとはゴムのような弾力性を持つプラ
スチック、
リサイクル可能な環境にやさしい素材です。
※物や形状によって本数は異なります。
バランスにご注意ください。

トライタン ①INAOテイスティング
②ホワイトワイン ③ステムレス
当店ロングヒットの割れないグラスの定番トライタン。
科学物質を含まないトライタン樹脂でできており、ぱっ
と見はまるでガラス素材のように透明感があるので
テーブルに置いても違和感なくお使い頂けます。掲載
品の他にもボ
ルドー やブ ル
ゴ ー ニュグ ラ
スまで種 類 も
①
豊富！軽くて安
全、大人と同じ
グラスで飲 み
たい！という小
さなお 子 様も
安心して、
ご家
族 皆で同じグ
②
ラスをお 使 い
いただけます。

①402002773 ②402002774 ③402002404

フランス

当店保冷系グッズNo.1!!
一つは常備しておきたい！

ル・クルーゼ
アイスクーラー スリーブ
フランスのキッチンブランドらしいお洒落でビタミンカ
ラーが楽しいル・クルーゼのアイスクーラースリーブ。
冷凍庫で十分に冷やしたスリーブをワインボトルにか
ぶせるだけ。両脇が伸縮性のある素材で太めのスパー
クリングにもお使いいただけます。出番が来るまで冷凍
庫の隙間に入れておくだけ、水滴も垂れず卓上でもス
タイリッシュな佇まいで場所も取らないので本当に便利
です！ ①
②
③

③

偶数個でお買い得！
同一グラス2個購入で10％オフキャンペーン実施中。

24.5㎝×10㎝

550

1,250円（税抜）

700円 ②600円（税抜）

①
円②
※全て税抜き価格です。

①407001278 ②407001279

フランス 10%OFF

402003492

ついつい買いすぎてしまったり、1カットが大きくて食べ
きれなかった・・そんな時もこのチーズペーパーがあれ
ば安心、様々なチーズを新鮮に美味しく保存する為に
作られたシートです。
チーズもワイン同様にデリケート、
温度変化を和らげ通気性
も良く水蒸気を適度に逃
す構造でチーズも気持ち
よく呼吸ができます。チー
ズ名や購入日を記入でき
るシールつき、どんな形
①
のチーズも包める事がで
きます。
同シリーズの封筒
型チーズバッグもあり、
こ
ちらはそのまま入れるだ
け！チーズ以外にサンド
ウィッチなどのパン類を
②
入れてお弁当にも！

1,350円（税抜）

通常価格 各1,500円→ 各

2,070円（税抜）

通常価格 2,300円→ 各

スペイン

残ってしまったチーズもこれさえあれば美味しく保存できます！ 春らしいローズゴールドのハンドルが
目を引きます！
①チーズペーパー15シート入り

（ラベルシール30枚つき）
②チーズペーパーバッグ15枚入り

10%OFF

①407001795 ②407001794

スロバキア

グラスの全面に品よくエッチングが
施されたタンブラー

プルタップス エボリューション
ローズゴールド

カルチャルキャット タンブラー
①ホワイト ②ブラック

使いやすさで定評のあるソムリエナイフブランドプル
タップスから、春にお勧めしたいローズゴールドのハン
ドル部分が美しいモデルです。丸みを帯びたフォイル
カッターがボトル曲面での作業をスムーズにしてくれま
す。長いコルクも楽に引き上げることができる2段階式
のフックで人間工学デ
ザインからくる使いや
すさ、耐久性でワイン
専 門 家 から一 般 のご
家庭用に幅広く愛用さ
れています。
コンパクト
に 収 納 できるレザ ー
ケース付き。季節のギ
フトにピッタリな華や
かさです。

猫の独特の仕草や表情が生
き生きとデザインされたタン
ブラーグラスです。ぷっくりと
印刷面が浮かび上がるガラ
スエンボスプリントという技
法で印刷され、上品にキラリ
と光 るところが 素 敵 です 。
凛々しい猫の首元にはスワ
ロフスキークリスタルが。ホ ①
ワイトの印刷にはサファイヤ
色、ブラックの印刷にはクリ
ア色がそれぞれ2個ずつ丁寧
な手作業で付けられていま
す。猫好きな方へ！

レザーケース付き

5,500円（税抜）

素材：ソーダガラス・スワロフスキー使用
サイズ：Φ84×87、容量：350ml

1,000円（税抜）

各

②

7

109303858

フランス/白

久石譲さんの名曲に合わせて
飲みたい…。仲田さんが初めて醸した
飲みやすいオレンジ・ワイン!

ルー・デュモン フレンズ 2019
ブルゴーニュに本拠地に構える、仲田さんからなんと
初挑戦となるオレンジ・ワインが入荷しました！オレン
ジ・ワインと聞くと自然派ワインの方向性が強いのです
が 、こちらは 南 仏 のブドウを使 用 。
さっぱりとしていながらも、甘やかで
飲みやすいブドウの果実味が楽しめ、
お昼からでもグイグイ飲める、軽やか
な味わい!2日目以降も美味しく頂け、
どんな食事にも、シーンにも合わせ
たくなる仲田さんならではの優しい
味わい！ラベルはスタジオ・ジブリと
も再度コラボレーションし、日本人作
曲家 久石譲氏の"フレンズ"を聞きな
がら楽しんで頂きたいと仲田さんが
語るユニークなワイン！オレンジ・ワイ
ン初心者の方にもオススメです。
オレンジ・ワイン初心者にもオススメ！

2,900円（税抜）
109304068

フランス/シャンパーニュ

あのニコラ・フィアッ
トから最上級キュヴェ、
パルム・
ドールの良年2008が限定入荷！

ニコラ・フィアット パルム・ドール
ブリュット 2008
創立からわずか30年でフランス国内で№1シェアを
獲得した大手メゾン、ニコラ・フィアットのトップキュ
ヴェが限定入荷しました！良年にしか生産されないパ
ルムドールは、高貴なブラックパールからインスピ
レーションを受け、そのボト
ルの迫力は飲み手を圧倒し
ます。また見た目だけでな
く、味わいでもグラン・クリュ
を贅沢にブレンドし、さらに
ビックヴィンテージの2008
年！すぐ飲んでも、数十年寝
かせても期待を決して裏切
りません！ぜひプレゼントな
どにいかがでしょうか！

109303934

今欲しい、
スタッフオススメの
商品はコチラ！！

8

富士山・ワイナリー
シゼン・スパークリング・甲州 2016

4,000

ラ・スピネッタ バルバレスコ
D.O.C.G. ヴァレイラーノ 2011

18,500円（税抜）

デュブルデュー教授のレジェンドを
引き継ぐスパークリング

5,850

19,500

クラシックなバルバレスコ好きの方へ！

店頭限定

ブドウ畑は、全てサステナブル（環境保全型）
農法での栽培を徹底する為に、全てワイナ
リーが管理。
ブドウを果皮由来の苦みを避け
るようにやさしく圧搾し、酸素との接触を最
小限に抑えることで、
日本食の繊細な味わい
①109303942 ②109303943 スペイン/白 赤
にマッチするフレッシュで生き生きとしたア
ロマと風味を引き出しています。
ドサージュ
大容量2リッ
トルのスペイン産ナチュール・ワイン！
を最小限に抑える事で、甲州種のピュアな果
フィンカ・パレーラ ヴィヴィ・ドラ N.V 実味が引き立ちます。2016年ヴィンテージ
は、
シャンパーニュのブルーノ・パイヤール氏
①ブランコ②ティント
と日本食シェフ、
マリアージュのエキスパート
生産者のルペン・パレーラとその一族は、狂信的なまで
に徹底した自然農法で滋味に満ちたワインを生産。 を含む専門家集団によって行われました。
18Haの畑にはチャレッロやスモイ、
ゲヴェルツなどの
円（税抜）
ブドウの他にオリーブや果実、野菜が所狭しと植えられ
ています。彼の造り出すワインは、
ヴァン・ナチュール風
味がしっかりとありながらもユル過ぎず、果実の強さを
109303851 チリ/ロゼ
感じる味わい。①古樹のシャ
ルドネ80%とゲヴェルツトラ
桜色が美しいオーガニック・ヴィーガン認証ワイン
ミネール20%をブレンド。②
エコ・バランス オーガニックロゼ
フィンカ・パレーラで栽培され
昨年末からお勧めしているエミリアーナのエ
る全てのブドウ品種をブレン
コ・バランスシリーズより春にピッタリなロゼ
ド
（黒白混醸）。共にシンプル
を入荷しました！
な醸造法で仕込んだカジュア
使用している葡萄はすべて有機栽培、地球に
ルワイン。容器破裂防止のた
やさしい環境保全・維持の関心により生まれ
め若干の亜硫酸添加あり。
たエコ・バランスは、毎日のリラックスした楽
2,000mℓ 各
円（税抜）
しみのために造られた高品質ワインです。
シ
ラー70％カベルネ・ソーヴィニョン18％プ
109304080 アメリカ/赤 スポット入荷
ティ・ヴェルド7％カベルネ・フラン3％テンプ
ラニーリョ2％ステンレスタンクで3カ月熟成
ヨントヴィルのカベルネ100%で驚異の
しているためフレッシュ感のある仕上がりに
3000円代！パンデミックの副産物です
なっています。サクランボなどの凝縮したフ
フープラ カベルネ・ソーヴィニヨン
ルーツのアロマとバランスの取れた酸を感
じることができます。
おすすめのペアリングは
ナパ・ヴァレー(ヨントヴィル100%)2018
チラシ寿司などです。
ナパの心臓部オークヴィルとヨントヴィルの自社畑を中 エビやイカのフリット、

心に、旧世界と新世界のワインがボトル
で会うような、柔らかく深み、力強さを
持ったワインを造る生産者。
こちらは上
級ブランド「フープス」にブレンド予定
だった原酒を特別にカジュアルブランド
「フープラ」として日本向けに瓶詰され
この大特価は見逃せない！
ました。
ヨントヴィル100％新樽を贅沢
通常価格 22,000円→
円（税抜）
に使い24か月熟成させたカベルネ・
ソーヴィニヨン100％。
この価格でこの
109303128 イタリア/赤
スペックは、コロナ禍で生まれた「不幸
通称「青サイ」
！
中の幸い」のような特別なワインです。
ラ・スピネッタのバルバレスコの1つ！
深みのある味わいと上品なフィニッシュ
を楽しめます。

今や単一畑にこだわったスピネッタのバルバレスコは
最高級品の１つ。
『ガンベロロッソ』では最高賞トレビッ
キエリの獲得数がガヤに次いで第2位、イタリアのバル
バレスコのトップ 生 産 者であり、世 界 中 のワインラ
ヴァーに感動を与えています。1995年に最初のクリュ
バルバレスコ「ガッリーナ」、1996年に「スタルデリ」、
1997年に「ヴァレイラーノ」をリリー
ス。ラ・スピネッタが造る3種のバルバ
レスコは、すべてバリック
（小樽）発酵、
熟成。3つのクリュ（単一畑）の特徴を
ダイレクトに感じます。今回入荷した
ヴァレイラーノは、厳格なスタイルが
特徴。力強く、進む方向を決めたら
まっすぐ突き進むサイを表したエチ
ケットもワインと同様に印象に残りま
す。ほぼバローロのような構造に支え
られた深い果実味とタンニン、その美
しく洗練された特徴と驚くべき構造、
偉大なイタリアワインのひとつ。

日本/泡

3,900円（税抜）

109304043

ニュージーランド/泡

NZワイン・メーカー・オブ・
ザ・イヤーに2度受賞の生産者!

クウォーツ・リーフ メトード・
トラディショナル・ブリュット NV
セントラル・オタゴのベンディゴに、
ルー
ディー・バウワーが1996年に設立。
ブド
ウ畑の下に広がるニュージーランド最
大の石英地層(クウォーツ・リーフ)をワ
イナリー名に冠し、1862年当時金採掘
で有名だったこの地をワインの有名産
地に引き上げた先駆者、30haの畑はバ
イオグロのオーガニック認定、デメテー
ルのバイオダイナミック認定を受けてい
ます。エレガンスとフィネスを兼ね備え、
林檎にライムやブリオッシュの香り。酸
はクリーミー。焦点のあった爽やかで涼
しげな後味は、美しいバランスと長い余
韻を伴います。

4,800円（税抜）

1,100円（税抜）

304100989

カンボジア

ついに取り扱い可能に！一躍有名になった倉田さん
の
「世界一」
と称されるカンボジア産黒胡椒！！

クラタペッパー ブラックペッパー（黒胡椒）

中世から、60年代まで「世界一美味しい」といわれたカンボ
ジア産の胡椒。
しかし内戦により生産量は激減。
もう一度「世
界一」と呼ばれるよう、
自然農薬・自然肥料を使った伝統的な
農法にこだわり、1997年よりカルダモン山脈の麓で現地の
人々と倉田社長みずから栽培してい
る胡椒です。カンボジア産黒胡椒は
柑橘系のフルーティーな香りが強く、
辛さも程よく様々なお料理のアクセ
ントに♪香りと辛さがストレートに弾
けるスパイシーさは虜になること間
違いなしです！同ページに掲載中の
オリーブウッドペッパーミルと一緒に
いかがですか♪

850円（税抜）

403002729

新生活応援価格

使うほどに風合いが出てくる天然木のペッパーミル
料理ずきな方へのギフトにも素敵です

SALUS
オリーブウッドペッパーミル

木目がダイナミックで美しいオリーブは、硬く
て丈夫なのが特徴。古くから食器などに使わ
れてきました。一つ一つ木目の表情が違うの
も個性的！意外と少ないトレー付のミルです
ので、キッチンを汚すことなくスマートに使
い続けられるのも嬉しい。新着の国産ペッ
パーとの相性も抜群です。
通常価格 4,000円→

3,600円（税抜）

