
☟イベント＆フェア情報

各種少量のみ新入荷

1983年、故エウジェニオ・カンポルミ氏により設立。サッシカイアやオルネッライアなど
スーパータスカンがひしめくボルゲリの地で、カベルネ・フランの可能性を追求して生ま
れた作品です。はじめはサンジョヴェーゼやカベルネ・ソーヴィニヨンとの混醸でしたが、
何年もの時間をかけて少しずつ使用比率を上げて、2001年にようやくカベルネ・フラン
100％で作り上げることに成功。カベルネ・フランの優雅で繊細な香りがワインの奥から
立ちのぼる官能的な味わい。カシス、エスプレッソなど様々なアロマが感じられ、濃密で
シルキーな果実味で飲む者を魅了。力強さの中にエレガントな要素も感じます。間違い
なくカベルネ・フランの完成形の１つです。
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限定

12本各

11,500 円（税抜）

9,800 円（税抜）

WINE MARKETPARTY
ネットショップ

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

8/5(日) 13：00～18：00
真夏の熟成イタリア試飲！
ピエモンテ州のバローロ、バルバレスコや、スーパートスカーナなどイタ
リアを代表する銘柄が熟成すると・・・。20年近く熟成した90年代のイタリ
アワインをテイスティング！詳細はホームページをご覧ください！
　
8/11(土) 13：00～18：00
お盆にゆっくりと飲みたい豪州ナチュラルワイン！
とても盛り上がりをみせているオーストラリアのナチュラルワイン。
今回の有料試飲では、当店で熟成させていた秘蔵のワインや市場に出回
らないルーシー・マルゴーなどのワインを複数本楽しめる企画となってお
ります。詳しくは、HPをご確認ください。
　
8/12(日) 13：00～18：00
カリフォルニアの魅力を探るバイヤーお勧め試飲！
今回は、お盆の季節にピッタリなカリフォルニアワインをご紹介いたしま
す。カリフォルニアの広大な大地から、注目の産地や最新トレンドなどを
織り交ぜながら、旅をしていただきます。お忙しい時期ですが、ご来店お
増しております。詳細は、HPよりご確認ください。
　
8/18(土) 13：00～18：00
Bourgogne Wine Tasting 2018～世界遺産を
巡る至宝のワイン コート・ド・ボーヌ編～
今回のテーマはなんとコート・ド・ボーヌ編。ムルソー、ピュリニー・モンラッ
シェなどを含む超有名生産者から超限定本数入荷のお宝ワインまで、10
種類以上の様々な大人気生産を集めた大注目のワインイベント。2015
年新たに世界遺産に登録され･･･人類が2000年以上かけて育み黄金の
丘と呼ばれる地域を中心に開拓し、修道院と共に歴史を歩み、守られて
きた歴史的にも重要なワイン産地。五感をフルに活用しテロワールの魅
力を楽しみ、歴史の偉大さを堪能してみてください。
　
8/19(日) 13：00～18：00
ロワール地方のソーヴィニヨン・ブランの多様性を楽しむ！
今回はフランスのロワール地方、最も有名なディディエ・ダグノーをメイン
として、4種類の様々なロワール地方のソーヴィニヨン・ブランを試飲してい
ただきます。樽熟成された香ばしい風味のあるワインや、ちょっと貴腐の付
いたワインなど、どれも楽しめると思います！詳しくはHPにてご案内します！

有料試飲 ・ 試食情報
※当日の試飲・試食の実施内容は予告なく変更となる場合があります。

8月10日(金)～17日(金)までの1週間、
会員様限定10%OFFセールを行います！

会員様限定！！ 全品10%OFF
セール開催します！
「店内の商品が全品10%OFF！」というこの企画、何年か前に行って、
その後はやらずにいました。今年は8月のお盆の時期に会員様限定
で開催しちゃいます！この機会に是非ご来店ください～♪※2本で
3,000円の商品やビールなど、一部対象外商品がございます。

ブルゴーニュの生産者フルーロ・
ラローズ来日記念試飲会！
昨年も来日した際に店頭で試飲会を行ったブルゴーニュの生産者フ
ルーロ・ラローズ。今回も奥様の久美子さんと当主のニコラ・フルーロ
氏が来店し、店内テイスティングバーにて試飲会を行う事になりまし
た！姉妹店ラ・ヴィネとのお付き合いが始まって15年、今回は特別なワ
インもご用意して、皆様のご来店をお待ちしております。ご予約、お問
い合わせはラ･ヴィネまで！ラ･ヴィネ電話：03-5424-2581

8/10(金)～8/17(金) 終日

8/4(土) 13:00～１８:００

Bourgogne Wine Tasting 2018
～世界遺産を巡る至宝のワイン
コート・ド・ボーヌ編～
今回のテーマはなんとコート・ド・ボーヌ編。ムルソー、ピュリニー・モン
ラッシェなどを含む超有名生産者から超限定本数入荷のお宝ワインま
で、10種類以上の様々な大人気生産を集めた大注目のワインイベン
ト。2015年新たに世界遺産に登録され･･･人類が2000年以上かけて
育み黄金の丘と呼ばれる地域を中心に開拓し、修道院と共に歴史を歩
み、守られてきた歴史的にも重要なワイン産地。五感をフルに活用しテ
ロワールの魅力を楽しみ、歴史の偉大さを堪能してみてください。

8/18(土) 13:00～１８:００

レ・マッキオーレ　
パレオ・ロッソ 2014 I,G,T. トスカーナ

会計時このダイレクトメール(クーポン券)をご持参いただき、
1,000円以上お買上の方に限り、スコール(サワー)350mℓをプレゼントいたします！

是非この機会にご利用ください。スコールが無くなり次第終了となります。

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

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

有効期間：2018年8月1日（土）～8月26日(日）まで

WINE MARKET PARTY大人気ドメーヌ・ド・シャソルネイ＆フレデリック・コサール2016年NEWヴィン
テージ、全アイテムが数量限定入荷！2016年ヴィンテージは2015年同様
現地では非常に評価が高く2008、2012、2015年の個性を併せ持った素
晴らしいヴィンテージとなった。しかし、遅霜の影響で極端な低収量となり
驚くほど生産量は少ないので購入出来た貴方は超ラッキー。フレデリック・
コサールを初めて知る方にも、長年愛飲されている方々にも、自信を持っ
てオススメさせていただきます「私のワインを飲んで笑顔になってくれたら
それいい。」フレッドの言葉が滲み出た最高のヴィンテージ。

ドメーヌ・ド・シャソルネイ 2016 全6キュヴェ
フレデリック・コサール 2016 全20キュヴェ

“フランスバイヤーが最も尊敬するフレデリック・コサールの
NEWヴィンテージ全アイテムが数量限定入荷！

イタリア/トスカーナ/赤109207071

ブルゴーニュ/泡・白・オレンジ・赤

ボルゲリ最高峰カベルネ・フラン100％！

アメリカ/オレゴン/白109206754

オレゴンのグレートヴィンテージ2008年の
名門が作る希少なシャルドネ！

●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。 
●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。

    

4,900 円（税抜）～

限定100名様！ 1,000円以上お買上でスコール(サワー)を1本プレゼント！

世界で初めてオレゴン産ピノ･ノワールを認知させたパイオニア、”オレゴン・ピノ・パパ”
の愛称で親しまれていたデイヴィッド・レット。設立は、1965年と古くオレゴン巨匠とし
て、国内外から賞賛されています。現在は、ディヴィッドの次男、ジェイソンが栽培・醸造
を指揮。このシャルドネは、65～74年に植樹した古樹のシャルドネを古樽のみで使用し
た、テロワールを表現したワイン。2008年は果実味と共に、エレガントを表現できた
パーフェクトな年！飲み頃にさしかかりつつあり、繊細でありながら、味わいは複雑な味
わい！

ジ・アイリー・ヴィンヤーズ シャルドネ
リザーヴ・ダンディ・ヒルズ ２００８
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nakamura
取り消し線

nakamura
取り消し線

nakamura
取り消し線

nakamura
取り消し線



W43.5xD17xH11cm
①幅500×奥行545×高さ770 
②幅595×奥行635×高さ1850（mm）

今年こそは欲しい！セラー セール実施中！
話題の省エネ･セラーと2温度帯の人気商品がお買い得！

“今年こそはセラーが欲しい！”“冷蔵庫がワインでパンパン！”“毎週2～3本ワ
インを買う”そんな方はぜひ今年はセラーをお買い求めください！26本用は
環境省がオススメをする省エネタイプ！約38％の電気代を押さえ、振動に少
ないタイプです。160本用は高さが180cmを超える大型機ですが30万円
台を切るハイコスパが魅力。ワインを保管する倉庫からこのワインセラーに
移る方もチラホラ見かけます。他機種も安くなっているのでお見逃しなく！

ワインセラー セール
①フォルスター カジュアルプラス FJC-95G（BK）26本用
②フォルスター DUALデュアル FJN-360G（BK）160本用

①501000082 ②501000072

女性にも嬉しい！扱いやすさ抜群、
持ち手付のおしゃれなグリルが登場

１８００年創業の家族経営の小さ
なドメーヌ。現当主四代目ローラ
ン・タルー氏はこの土地で生まれ
この土地で育った地元を愛する
情熱溢れる生産者。「この土地で
育ったから地元が大好きだし、
わざわざ今の葡萄樹を引っこ抜
いてカベルネ・ソーヴィニョンや
シャルドネを植える気もない」と
語る。ピクプール種は一般的に
早積みし「レモン」の様な酸が特
徴的だが、唯一完熟してから収
穫する為非常に上品でカリンや
アプリコットなどのニュアンスも
感じる贅沢な１本。

ドメーヌ・マス・サン・ローラン
ピクプール・ド・ピネ ２０１５

ラングドック特有の葡萄品種を
使用したテロワールワイン
ラングドック特有の葡萄品種を
使用したテロワールワイン

109204735 フランス/ラングドック/白

ロドニー・ストロングによって1959年
にソノマに設立された老舗ワイナ
リー。もともとダンスの仕事をしていま
したが、ワインに魅せられ62年には、
自社畑を購入し、本格的にワイン作り
をスタートしました。ソノマの3箇所の
畑のブドウを用い、60％樽発酵、フラ
ンス産、アメリカ産の樽を使用し、ふく
よかで、カリフォルニアらしく、リッチか
つ洗練された味わいのシャルドネです！
この季節には、とても嬉しい、味わい深
いソノマ産シャルドネ！

ロドニー・ストロング・ヴィンヤーズ
シャルドネ ソノマ・カウンティ ２０１５

１９５９年に設立されたソノマの老舗ワイナリー！
シャルドネといえばソノマと言われる所以を
感じる上質な白！

１９５９年に設立されたソノマの老舗ワイナリー！
シャルドネといえばソノマと言われる所以を
感じる上質な白！

109207128 アメリカ/白

カヴァの聖地で最高品質のブドウを栽培し
てきたピニョル家。わずか30haの畑で収
穫量も少ないこともあって、ブドウは現地
ワイナリーの間で「幻のブドウ」といわれ、
高値で取引されてきました。そんなピニョ
ル家と、ペネデスのトップワイナリーを所有
するエステベーテ家が共同でワイナリーを
設立。こちらのブルット・ナトゥーレはその
名の通り、補糖はしていませんが、よりドラ
イな味わいのものを造ろうというようなこ
とではなく、もともと十分にバランスが良
いので補糖をする必要がなかったのです。
熟成期間は30ヶ月以上と長め。

ウ・メス・ウ・ファン・トレス（1+1=3）
ブルット・ナトゥーレ N.V.

30ヶ月もの瓶熟
地元スペインで人気の極辛のカヴァ！
30ヶ月もの瓶熟
地元スペインで人気の極辛のカヴァ！

109205100 スペイン/ペネデス/泡白

ヴァヴァサワー家の歴史は古く、ノルマ
ン民族のイギリス征服にまで遡ります。
1890年にアワテレ・ヴァレーに居を構
えました。1985年に最初のブドウ樹を
植樹し、現在に受け継がれています。
ザ・パスはそのヴァヴァサワーがマール
ボロー地区で手掛ける別ブランドで
す。ハーブや草原のようなさわやかさ
が感じられるソーヴィニヨン・ブランの
スパークリング。いきいきとした透明感
のある酸があり、夏の炎天下の中ガッ
ツリお肉を食べながら、飲んで爽快感
と満足感に浸されてください！！

ザ・パス スパークリング
ソーヴィニヨン・ブラン NV

炎天下を吹き飛ばす！
爽快すぎるニュージースパークリング
炎天下を吹き飛ばす！
爽快すぎるニュージースパークリング

109207135 ニュージーランド/泡白

昨年に引き続き高額ワイン（3,500円以
上）のイタリアワインの中で売上No.1を
独走！タスカ・ダルメリータのワインは、日
本の市場ではほとんど小売されておらず
レストランでしか飲む機会のない希少なワ
インです。地ブドウだけの「伝統重視」のシ
チリアの機運に一石を投じた、シチリアの
稀に見る気候風土に溶け込んだカベル
ネ・ソーヴィニヨンの傑作です。しっかりと
熟したブドウをバリック(225リットルの樽)
で熟成させ、品格のあるスタイルが特徴
的。黒系フルーツとスパイスやハーブのエ
キゾチックなアロマ、エレガントな酸がワ
インの質感を際だたせ、充実したエキスの
美味しさを支えています。

タスカ・ダルメリータ カベルネ・
ソーヴィニヨン D.O.C. 2014

2018年上半期イタリアワイン
売上ランキングNo.1！！
2018年上半期イタリアワイン
売上ランキングNo.1！！

109107124 イタリア/シチリア/赤

格付けはクリュ・ブルジョワながら、実力は2級
シャトーに匹敵すると言われるソシアンド・マ
レ。多くのワイン評論家からも称賛を浴びるこ
のシャトーが、1,500樽生産した中の特別良い
熟成をした15樽のみを瓶詰めしたのがオー
ナーの名を冠したキュヴェ・ジャン・ゴトロー！！長
命な酒質を持ち、一般に出回る事は皆無のプ
ライベート・キュヴェであり、人気も高い。2001
年は他のシャトーとは違い、2000年を彷彿と
させるような、インク、獣の香り漂う、うっとりす
るボルドーに！かのロバート・パーカーJr氏が
「偉大なる出来、まるで一級シャトーの味がす
る！」と褒め称えた逸品です！この2001年は絶
対に買い！数量限定です！by店長 

シャトー・ソシアンド・マレ
キュヴェ・ジャン・ゴトロー 2001

かのロバート・パーカーJr氏に
「1級シャトーに近い味がする！」と言わしめた
極上の2001年！！

かのロバート・パーカーJr氏に
「1級シャトーに近い味がする！」と言わしめた
極上の2001年！！

109105182 フランス/ボルドー/赤

通常価格 6,400 円 →3,980 円（税抜）

通常価格 3,000 円 →2,800 円（税抜）

2,400 円（税抜）

2,200 円（税抜）2,600 円（税抜）

15,000 円（税抜）

720mℓ 各2,500 円（税抜）

店長イチオシの拘りワイン！

なんてお洒落な見た目！機材の
持ち運び問題を一気に解決し
てくれるスマートなセット。丈夫
な革の持ち手で簡単に持ち運
べるポータブル炭火焼き用グ
リル！！BBQアウトドア好きに
ぴったり！炭、着火具、その他食
材を準備してレッツグリル♪

UNAgrill ポータブルアウトドアグリル

407001659 ベトナム

301000849 デンマーク

ギリシャを代表するチーズであるフェタチーズ。
通常は保存食のため、かなり強い塩気が特徴
で、塩抜きが必要となりますが、このフェタは塩
抜き不要で大変便利！！程よい塩気なので、サイ
コロ状に切り、同じくお好きな野菜（レタス、トマト、玉葱などがおす
すめ！）とブラックオリーブ、オリーブオイルと和えれば味付け不要で
簡単にギリシャ風サラダの完成！！キリっと冷えた白ワインやスパーク
リングと一緒にお楽しみください♪

アペティーナ フェタ
程よい塩気がサラダにピッタリ！！
夏に食べたいさっぱりチーズ！
程よい塩気がサラダにピッタリ！！
夏に食べたいさっぱりチーズ！

200g 398 円（税抜）

冷蔵品

①葡萄の王様と言われる、日本原産の完熟巨峰のみを原料にした、
ストレート果汁100%の本格的ノンアルコール･スパークリング
ジュース。繊細な泡立ちと華やかな香り。まるで巨峰そのものを口
にしているような濃厚で芳醇な味わいに仕上がっています。②香り
豊かな長野県産のナイアガラを100%使用。栓を開けた瞬間から
瑞々しいマスカットの香りが広がり、グラスに注ぐと華やかに泡が
弾けます。上品な甘さが特徴で、口当たりは滑らかで丸みがあり、
後味はさっぱり。どちらも砂糖、添加物、保存料不使用。

ベジターレ①巨峰スパークリング
②ナイアガラ･スパークリング

安心・安全の国産ブドウ100%のノンアルコール・スパークリング！安心・安全の国産ブドウ100%のノンアルコール・スパークリング！
①304100083 ②304100084 日本

初回限定10％OFF

①通常価格 108,000 円 →68,796 円（税抜）②通常価格 420,000 円 →256,806 円（税抜） 通常価格 18,500 円 →16,650 円（税抜）
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季節商品のご案内♪季節商品のご案内♪



オーストリア ベルギー

冷蔵品

通常価格 2,800 円 →1,980 円（税抜） 通常価格 6,600 円 →3,980 円（税抜）

85g1個 300 円（税抜） 2個 500 円（税抜） 3個 700 円（税抜）

数量限定特別価格

在庫限り30%OFF

なくなり次第終了！

なくなり次第終了！

濃厚＆リッチ！フランス売上No.1ワイン
“上級キュヴェ”
濃厚＆リッチ！フランス売上No.1ワイン
“上級キュヴェ”

「WINE MARKET PARTY 不動の
大人気ワイン」として数々の伝説を
造り上げてきた大人気ワイン。ス
タッフのブラインドテイスティングで
は誰一人として“3,000円以下”を
提示しなかった極上のシャルドネ！の
更に“上級キュヴェ”が登場！スキン
コンタクトを行い新樽と古樽にて長
期熟成。濃密でリッチな極上のアロ
マ。バターやマスクメロン、パイナッ
プルなどの贅沢な味わい。5,000円
クラスの味わい。

109206215

ドメーヌ・ド・シバディ
ル・ジャルダン シャルドネ ２０１６

サンジョヴェーゼ100％の
こだわりキアンティ！
サンジョヴェーゼ100％の
こだわりキアンティ！

イタリア/トスカーナ/赤フランス/ラングドック/白

この価格で買えるのはこれが最後！
シャンパーニュ好きに愛される
ドラピエを特別価格で！！

この価格で買えるのはこれが最後！
シャンパーニュ好きに愛される
ドラピエを特別価格で！！

自然派シャンパーニュと言えばドラピエ！
1808年葡萄栽培を開始し、現代では珍しい
8世代続く家族経営のメゾン。コート・デ・バー
ル地区ではピノ・ノワールのスペシャリストと
して高名でフランス国内、特にレストラン関係
から絶大な人気を誇っている。1989年から
一切の農薬を使用しない有機農法を実践。カ
ルト・ドールは「ドラピエ」が純粋さを求める人
の為に造ったという心からシャンパーニュを
愛する人々の為の1本！豊かな果実の美しい
アロマが魅力的です！！M・ラピエールやパカレ
も愛飲する癒しのシャンパーニュ!

109202352

ドラピエ カルト・ドール 
ブリュット N.V

フランス/シャンパーニュ/泡白

伝統とモダンを融合させて、サンジョ
ヴェーゼのクオリティワインで高い評
価を得ている生産者。透明感のある
ルビー色。野生のバラやブラックカ
ラント、甘酸っぱいブラックチェリー
の香り。柔らかいタンニンと、赤い果
実の風味がとても上品です。畑は石
の多い石灰質、粘土質土壌。醸造は
厳しい選果後、ステンレスタンクで発
酵。10時間ごとにルミアージュ（動
瓶）。週一回デレスタージュ（液抜き
静置法）を行い、同容器で熟成。ラベ
ルはRik Olsen氏のバッカス。

109206830

ドンナ・ラウラ キアンティ 
D.O.C.G. アルテオ 2015

150g 通常価格 1,980 円 →1,500 円（税抜）

世界の超高級店でも愛用中！ZALTOがシークレットサマーセール！世界の超高級店でも愛用中！ZALTOがシークレットサマーセール！

ワイン愛好家の皆さま、お待たせしました！昨年冬に大人気を博した
ZALTOシークレットセールがこの夏復活！世界のトップソムリエか
ら絶大な支持を受けるワイングラスは、一度手にすると他のグラス
には戻れない魅力があります。フラッグシップのユニバーサルグラ
スはワインの複雑な香りを取るのにぴったり！またブルゴーニュはま
るでデキャンタのように香りを開かせます。絶対にお買い得です！

407001663

ZALTOシークレットセール！ 
①ユニバーサル ②ブルゴーニュ

いくつでも欲しい可愛らしい
ミニグラスが30％OFF
いくつでも欲しい可愛らしい
ミニグラスが30％OFF

当店の隠れ売れ筋商品。デザートや前菜など
をちょこっと盛り付けるのに便利なミニサイズ
のグラスです。見た目も可愛いので、テーブル
も華やぎますね。たくさん並べてパーティーで
も目を惹いちゃいましょう♪

①402002381 ②402002379

Durobor
ベルギー製ミニグラス

フランス・シャンパーニュ地方301000673

淡雪のような白カビが美しい…
人気のチーズが今だけ特別価格！！
淡雪のような白カビが美しい…
人気のチーズが今だけ特別価格！！

白い雪のようなふわふわした表皮
に包まれており、濃厚でやさしい味
わいです。シャンパーニュ地方で作
られ１４日間の熟成後出荷されま
す。やさしい味わいながらも余韻が
あり、シャンパンやスパークリング
など発泡性のワインとの相性が抜
群です。ぜひお得なこの機会にお
試しください！！

プチグレシャンペノア

スペイン307001667

今年も勢いは衰え知らず。当店人気No.1オリーブ！今年も勢いは衰え知らず。当店人気No.1オリーブ！

試食販売を行う度に毎回100缶以上の売上げを記録する
当店人気ナンバーワンのオリーブ。厳選した大粒のスペイ
ン産マンザニロオリーブの種を抜き、アンチョビのペースト
を詰めました。オリーブとアンチョビ両方の美味しさが口の
中いっぱいに広がります。楊枝に刺すだけで簡単にピンチョ
スが完成！白ワインやスパークリングと相性抜群、お酒がす
すむオリーブです。1缶より2缶、2缶より3缶と買えば買う
ほどお得な価格設定にしましたのでこの機会におまとめ買
いはいかがですか？

フラガタ セレクション･
アンチョビ入りオリーブ

通常価格 2,600 円 →2,200 円（税抜）

通常価格 3,800 円 →3,490 円（税抜） 通常価格 3,500 円 →3,000 円（税抜） 通常価格 6,800 円 →3,800 円（税抜）

最終36本入荷

通常価格 300 円 →210 円（税抜）①通常価格 7,500 円 →7,125 円（税抜）②通常価格 7,800 円 →7,410 円（税抜）

①91φ 235H 530cc ②125φ 230H 960cc 材質：ソーダガラス、口径:43mm×高さ:67mm 容量:50ｃｃ

カリフォルニア最高の年となる2013年の
コスパ抜群のジンファンデルが最終入荷！
カリフォルニア最高の年となる2013年の
コスパ抜群のジンファンデルが最終入荷！

109200812

マシュー・ジョセフ ジンファンデル
オークヴィル・ナパ・ヴァレー 2013

アメリカ/ナパ・ヴァレー/赤

ドメーヌ・ラモネと共に別格の生産者！
樽旨の衝撃！！
ドメーヌ・ラモネと共に別格の生産者！
樽旨の衝撃！！

シャサーニュ・モンラッシェに四代続く
造り手。現在三代目当主と息子二人で
ドメーヌの運営を取り仕切る。シャサー
ニュ・モンラッシェ村の隠れた名手であ
り、世界で最も高額なモンラッシェをも
手掛ける名手が仕込む極上のクレマ
ン・ド・ブルゴーニュ。濃厚な葡萄のエ
キスを十分に感じられる贅沢なアロ
マ、繊細でキメ細かい泡立ち、完熟し
たフルーツのニュアンス、ナッツなど、
上品さと大胆さを兼ね備えた衝撃が
走る極上の力強いクレマン・ド・ブル
ゴーニュが登場。

セゲシオ、ジョエル・ゴット供にジンファンデ
ルの新御三家として名高いマシュー・ジョ
セフ。オーパスワン、ハーランなどが本拠
地を構えるオークヴィルのジンファンデル
を用い、100％フレンチ・オークで18ヶ月熟
成させた素晴らしいワイン。濃厚だけの生
産者が多い中、バランスのとれた酸とアル
コール、そしてジンファンデルらしい親しみ
やすさを持ちつつもパワフルな味わいはか
なりのパフォーマンス。黒系果実にスパイ
ス感に骨格がしっかりして余韻も長いお勧
めの1本！ナパのグレートヴィンテージであ
る2013年です！

109202819

アミオ・ギィ・エ・フィス クレマン・
ド・ブルゴーニュ ブリュット N.V

フランス/ブルゴーニュ/泡白

今が飲み頃安うまボルドー！！今が飲み頃安うまボルドー！！

中世の街並みが今も存在するサンテ
ミリオン。五世代に渡り僅か3.27ha
程の畑をベルジャル家が所有するマ
イクロ・シャトー。クロ・フルテやボーセ
ジュールなどに囲まれる石灰岩土壌
の恵まれた絶好の区画の葡萄を使用
し12～18ヶ月樽熟成（新樽40％）。ド
ライフラワーや薔薇などの上品で柔
らかな果実のアロマに熟成由来の
ハーブやスパイス、タバコにキノコな
どの複雑なニュアンス。程好い飲み頃
を迎えた歴史情緒溢れる素晴らしい
ワインが衝撃の価格で入荷。

109204733

シャトー・ル・シャトレ １９９８

フランス/ボルドー/赤

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 3,900 円 →

109201954 フランス/ブルゴーニュ/白

2018年に亡くなってしまったジャイエ・ジル渾身の遺作が
限定入荷！
ジャイエ・ジル ブルゴーニュ アリゴテ 2012

36本数限定！

4,750 円（税抜）各

1639年からアルザスでワイン造りを行う名門一族。平均樹齢が30年以
上の葡萄を常に手摘みで収穫を行う等、常に高品質のワインを生み出す
のに余念が無い。品種の勉強にもなり、毎年この時期から売れ始めるハ
ーフボトルは、誰もが満足する1本。程よいペトロールと桃のような香り
のリースリングと、ライチのようにパッと弾けるゲヴュルツトラミネールは

試験勉強にピッタリの白ワインです！

イタリア/トスカーナ/赤109206645

イタリア/フリウリ/白

各国大統領やＶＩＰに贈られる
900種類以上のブドウを使っ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
フリウリにあるカンティーナで400ヘクタールを超える畑を所有するコルモンスが、地球
すべての風味を1杯のグラスの中に・・・世界平和をコンセプトに、各国で使用されている

600種類以上のブドウ品種を彼らの所有地で栽培し、一本のボトルに平和への思いと共に込めました。マスカットを
感じさせる芳香性に富んだニュアンスがあり、後から広がる樽の香りが心地よい、辛口のワインです。毎年ワインの
ラベルは世界のアーティストにより描かれ、出来上がったワインは世界各国の大統領や国を代表する著名人に“世
界平和”を願って送られています。エチケットは3種類。毎年3人の第一線で活躍す
るアーティストなどが手掛けています。【ブドウ品種：世界のブドウを900種類以上】

109206994

イタリア/ピエモンテ/赤

試飲会で思わず手が止まった！
難しくなくていい、デイリーで嬉しいバルバレスコ！
サルティラーノ・フィリ
バルバレスコ D.O.C.G. 2014

109206865
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先代ロベール・ジャイエはブルゴーニュの神様、アンリ・ジャイエと従兄弟同士
の間柄。新樽の魔術師とも呼ばれ、力強くしなやかでゴージャスなワインを多
く生み出す。樹齢70年以上の超古樹、無除梗であり、パワーも素晴らしい！
2010年はその成熟に満足できず、すべてネゴシアンに売り渡してしまったと
いう。ジャイエ・ジルの完璧主義がうかがえるエピソード。飲み頃を迎えた
2012年新入荷

伝説のエノロゴの遺伝子を継承するスーパー・キアンティ・クラッシコ！
ポデーレ・ラ・ヴィッラ・ディ・イラリア・タキス
キアンティ・クラッシコ D.O.C.G. パルゴロ 2012
『サッシカイア』、『ティニャネッロ』、『ソライア』など数々のスーパー・トスカーナを
生み出したジャコモ・タキス氏と、彼の娘が造り出した究極のキアンティがこのパ
ルゴロ。ジャコモ・タキス氏は2016年に他界していますが、この2012年は彼の
遺作の１つと言えます。フルーティでフレッシュなキアンティ・クラッシコらしい香
りが魅力。トスカーナの伝統料理、特に肉のグリルとは最高の組み合わせです！
【ブドウ品種：サンジョヴェーゼ80％/メルロー20％】

109201399

情熱溢れるヴィニュロン自らが育てた高品質な葡萄を個々に持ち込み24軒の集合体
から成るドメーヌ的新世代協同組合。シャンパーニュと境界を接し僅か600m程の距離
にありテロワールもほぼ同じ好条件に位置するシャティヨン地区。1991年AOCと同
時に発足し、シャンパーニュと同じく瓶内二次発酵による非常に丁寧な造りが特徴的。
至上最高傑作“真のクレマン・ド・ブルゴーニュ”が登場。これ以上のスパークリング･ワ
インに出会うのは至難の業です！！

フランス/ブルゴーニュ/泡白

何度でも薦めたい！
フランス/スパークリングワイン売上№1のクレマン！！ By沼田
レ･ヴィニュロン・ド・オート・ブルゴーニュ
クレマン・ド・ブルゴーニュ シャルドネ N.V

109201454

ワイン貴族“リュルトン家”が所有する大人気シャトー。シャトー・シトランの特
徴は滑らかなタンニンと豊かな果実味、重厚さと柔らかなタッチが魅力的。清
涼感のあるスミレやカシスのアロマにカカオなどの芳醇で贅沢な味わい。
2015年ヴィンテージは誰もが納得する近年で最も偉大ヴィンテージ。西洋
杉やミントなどの非常に長く高級感漂う余韻が特徴。価格以上の味わいを約
束するグラン・ヴァン

フランス/ボルドー/赤

近年で最も素晴らしいヴィンテージとなった2015年が
特別価格で限定入荷！
シャトー・シトラン 2015

フランス/ボルドー/赤109203500

400年以上無農薬で造られる、唯一無二のボルドーが入荷！
シャトー・ル・ピュイ
エミリアン 2014
400年以上もの間、化学肥料を一切使用していない畑で栽培されたブドウを
使用。珪土を含む石灰粘土質のごく浅い表土の下は固い石灰質の岩盤が広
がる土壌。清澄・濾過は行わずSO2は大樽での熟成時にのみ極少量を加え
る。100％除梗。樽熟成24ヶ月。カシスや赤スグリ、炒ったアーモンド、キノコ
や下草の香りと非常に複雑なアロマ。大地の恵みと慈悲深さを感じる唯一無
二の存在であるボルドーが限定入荷！

109106339 フランス/ブルゴーニュ/赤

ブルゴーニュの若手生産者ナンバーワンの実力！
ダヴィド・デュバン ブルゴーニュ オート・コート・
ド・ニュイ ルージュ ルイ・オーギュスト 2015
近年ブルゴーニュではドメーヌの世代交代が進み、優秀な若手醸造家の台頭
が目立ちます。その代表的な醸造家がダヴィド・デュバン。1971年生まれの
彼はブルゴーニュ若手醸造家の中でも注目される生産者のひとり。「DRC」
「アルマン・ルソー」「ジョルジュ・ルーミエ」等トップ生産者と共にブルゴーニュ
を代表する生産者に数えられる。しなやかで、上品なアロマ。近年で最も完成
度の高い“１本” 3,800 円（税抜）

109206962 フランス/ラングドック/泡白

“花束よりワインを”ユリの庭園を意味する美しい美酒♪
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
例えば、気の置けない仲間とカジュアルにワイワイ楽しむ週末のホームパー
ティー。持参した時にちょっとだけ自慢に思えるような、華やかなラベル。リン
ゴやシトラスの豊かなアロマにクリームやブリオッシュのニュアンス。熟度が
高く密度の高い果実に柑橘系のフレッシュさがアクセント。ブドウの栽培から
こだわりをもって造られた高品質なスパークリング・ワイン。ワンランク上の
味わいも魅力的。

109107249 フランス/アルザス/白

フランス最高の白ワインを生産する一人！ 透明感ある造りが魅力！
ボット・ゲイル
ジャンティユ・ダルザス メティス ２０１５
1795年からワインを造り始めた歴史を持つボット・ゲイル。ワイン専門誌で
はコシュ・デュリやエグリ・ウーリエと並び3年連続で年間最優秀白ワイン
TOP30にも選ばれるほどの実力者！1991年より息子のジャン・クリストフ・
ボットがドメーヌを引き継ぎビオディナミを導入。このキュヴェは古典的なアル
ザス高貴４品種を巧みにブレンドし仕込まれミュスカの爽やかな風味と柔ら
かい酸味、クリスタルの様に美しい輝きのある、
WINE MARKET PARTY大人気アルザス！

5,400 円（税抜）

品種の勉強にもなる、ヒューゲルが仕込む王道のアルザスワイン！！
①ヒューゲル アルザス リースリング 2015 375ml
②ヒューゲル アルザス ゲヴュルツトラミネール 2014 375ml

①109002521  ②109002522② フランス/アルザス/白①

4,000 円（税抜）

この価格で楽しめるクラシックバルバレスコ！1年間大樽で熟成後、もう1年
間瓶熟成。典型的なバルバレスコの凝縮されたエーテルの香りに続いて、品
種の特徴であるマッシュルームやドライフルーツのアロマを感じます。ドライ
で豊潤、バランスの良く取れたなめらかな口当たりで、果実香とスパイス香
が長い余韻を残します。コストパフォーマンスのとても
高い、価値のある逸品です。 3,310 円（税抜）

イタリア/ヴェネト/白

最強のブルネッロを生み出すサセッティ家のクラシック・シャルドネ！
サセッティ・リヴィオ ペルティマリ
コッリ・アルジェント シャルドネ ヴェネト I.G.T. 2016

109207122

トスカーナ州でワイン評論家も唸るほどの品質のブルネッロを造りだすリヴィオ・
サセッティ。その息子のロレンツォが独自のスタイルで造り出したワインの１つが
このシャルドネ。コッリ・アルジェントはイタリア北部のヴァルドッビアーデネ・プロ
セッコ地方にある総面積10haのブドウ園です。土壌は粘土、砂、石灰岩が混合。
天然酵母で自然発酵。フレンチオークのバリックで2ヶ月熟成。林檎、イチジク、
パイナップルジャムの香りと、仄かな蜂蜜とクリームの
軽やかな味わいです。【ブドウ品種：シャルドネ100％】 3,300 円（税抜）

2,200 円（税抜）

2,600 円（税抜）

通常価格 4,000 円 →3,500 円（税抜）

通常価格 3,000 円 →2,700 円（税抜）

数量限定特別価格

数量限定特別価格

数量限定特別価格

1,500 円（税抜）① 1,700 円（税抜）②

通常価格 3,100 円 →2,700 円（税抜）

※ラベルは3種類ございます。



限定24本

限定24本

109206903 スペイン/赤

スペイン/白

異なる4つのヴェルデホをブレンドし、ヴェルデホの魅力を最大限引き出したワイ
ン。オレンジ、メロン、ハーブなどの爽やかな風味が漂います。とにかく香り高く、熟
したメロンを想像させてくれる華やかな味わい。そしてどこまでもピュア！オーガ
ニック栽培にもこだわり、かつこの価格は驚くばかり！生産者のペドロ・エスクデー
ロは栽培から販売までを一貫して自身で行う完璧主義
の一家。このコスパ抜群のワインは試す価値あり！

109206478

冷やして飲みたい！！ちょっとした苦味がクセになる
スペインバイヤーおすすめ白！
ボデガス・ペドロ・エスクデーロ
フエンテ・ミラノ・ヴェルデホ 2017

モナストレルらしいしっかりさの中に優しさも見え隠れ！
ボデガス・ルソン ラス・エルマーナス･
オーガニック 2016
樹齢15～35年のモナストレルを100%使用。熟成はスティールタンクで約4～6ヶ
月間。濃い赤紫色、赤系果実、黒系果実のアロマが豊かでモナストレル特有のペッ
パーや黒系スパイスの香りがします。凝縮感がありますが、タンニンは比較的軽
め。ジューシーで余韻は長めで飲みやすいワイン。 オーガニック認定を受けており、
女性から圧倒的な人気を誇る1本。もちろん男性が飲んでも全く問題ありません！
「ラス・エルマーナス」とはスペイン語で姉妹の意味。可愛いらしい女性のエチケット
デザインは2パターンありますが、中身は一緒です。

5

1,640 円（税抜）

109203319 ドイツ/赤

何度でも紹介したい！ブルゴーニュ並みの品質を誇るドイツのピノ･ノワール！
マルティン・ヴァスマー マルクグレーフラーラント 
シュペートブルグンダー トロッケン 2015
マルティン・ヴァスマー醸造所はバーデン地方で何世代にも渡りワイン造りを行
う歴史ある蔵元。その中でもシュヴァルツヴァルト「黒い森」とライン川にはさま
れた太陽光をふんだんに浴びる地区がマルクグレーフラーラント。この地は「ド
イツのトスカーナ」とも呼ばれる。1年半の樽熟成を行い、ブルゴーニュのように
エレガントで滑らか。しっとりとした果実と落ち着いた酸味がバーデン=ピノ･ノ
ワールの相性の良さを物語る。ブルゴーニュ好きにも飲んでもらいたい、コスト
パフォーマンス抜群の1本。

109207076 スペイン/白

モスカテル特有のアロマ満載！後からスパイシーさも 
アルト・ランドン ドニャ・レオ 2016
少し濃いめのイエロー。モスカテル特有の爽やかなアロマ、マスカットキャン
ディーの香りが満載！後半にかけてパワフルで引き締まった果実味。少しスパ
イシーさがあるため、「山椒が効いた料理との相性も抜群！」と女性醸造家のロ
サリア・モリーナが言っているそう。栽培・醸造を通してビオ・カレンダーを基準
にしており、堆肥は独自のものを造っています。収穫は全て手作業で行われ、
発酵は野生酵母を使用。無清澄、SO2は醸造中には添加せず、ボトリング前
に移動に耐えられる必要最低限が添加されています。

アメリカ/赤

カモミはイタリア系移民の3人の仲間で2006年にナパ・ヴァレーに設立した生産
者。食事を大切にするイタリア文化をアメリカの地で広めるべく、食事や人生の潤
滑油になるような美味しいワインを作る事を理想としています。アメリカンドリーム
を夢みてイタリアでのキャリアを捨てた彼らは、味で勝負するべく、とても素晴らし
いクオリティです。このカベルネは、「ナパ」表記が付いているのですが、価格も手
に取り易い価格帯で、生産者の努力が伺えます。しっかりとした骨格に豊かな果実
味が広がる外さないカベルネ！

109206595

アメリカンオークと果実味のバランスに優れたナパ・カベルネ！
カモミ カベルネ・ソーヴィニヨン
ナパ・ヴァレー 2016

3,700 円（税抜）

ニュージーランド/白

ファッションブランドがデザインを手掛ける今注目のワイナリー。2007年設立
と非常に新しいワイナリーですが、既に「世界のトップ10のソーヴィニヨン・ブ
ラン」に選ばれるなど、数々の栄誉に輝いています。このキュヴェはインヴィー
ヴォのエントリーアイテムで、マールボロ地区の中でも温暖なワイラウのブドウ
を使用し、よりフルーツのフレッシュなアロマと果実味を引き出しています。余
韻に残る優しい甘みが心地よく、
アジア料理と相性バツグンです! 

109109832

世界No1の造り手が生み出す,香り華やかなソーヴィニヨン！
マナ バイ・インヴィーヴォ マールボロ　
ソーヴィニヨン・ブラン 2017

1,580 円（税抜）

1,600 円（税抜）

①109207138  ②109200139 オーストラリア/①赤・②白

①高級産地クナワラのレッドブレンドがこの価格で味わえます!
②地区最古のワイナリーが生む地区最高のシャルドネ！
①ウィンズ・クナワラ・エステート カベルネ/シラーズ/メルロー
②ウィンズ・クナワラ・エステート シャルドネ
①クナワラは、ボルドーの気候条件に酷似してる事に加え、テラロッサという柔
らかい石灰岩による赤土の為に、最高品質のワインが生みだれています。カシ
スやプラムにミントの香りと共にブドウのエキスがたっぷり詰まってます！
②このシャルドネの特徴は白桃とミネラルを感じさせるアロマ。ストーンフルー

ツや穏やかなバニラの風味が複雑さを与えています。十分な酸味とシトラスや白桃の果実味がバ
ランスよくまとまったエレガントな味わいです。

① ②

109206544 アメリカ/赤

今、バイヤーが最もお勧めする妖艶な熟成メルローが限定入荷！
マテッラ メルロー 
ナパ・ヴァレー 2009
2007年設立と新進のワイナリーながら、ダックホーンなどで活躍したブルース・レガ
リア氏、カール・ローレンスで名声を博したマイケル・トルヒーヨ氏をワインメーカーと
して迎え、ナパ・ヴァレーのテロワールを最大限に表現した情熱ある生産者。『マテッ
ラ』はラテン語で『母なる地球』を意味します。オーク・ノールは、ナパの玄関口と言え
れ、ナパの中でも冷涼なエリアという事もあり、とてもエレガントなワインが作られま
す。ボルドー右岸が好きなオーナーの基、芳しく、繊細で、
妖艶さと気品をまとったメルローです！ 5,700 円（税抜）

109207131 チリ/赤

2000年代の代表的優良年！名門モンテスの熟成カベルネ！
モンテス・アルファ・
ヴィンテージ・セレクション2007
チリの超名門モンテス社で人気シリーズ〝アルファ〟のバックヴィンテージの
入荷！しかも皆が大好きな熟成カベルネ！07年は涼しくも高い日照量があり、
適度な酸味も兼ね備えたチリのグレートヴィンテージのひとつ！熟成感も楽し
めながら、しっかりとしタンニンを感じられます。今飲んで良し、年末まで休ま
せるのもよし！なかなか入荷しないバックヴィンテージをお見逃しなく！

通常価格 各1,950 円 → 各1,800 円（税抜）

通常価格 各2,350 円 → 各2,200 円（税抜）

デイリー価格帯でお勧めかつ
ふくよかな果実味を感じるカリフォルニアワイン！
サイクルズ・グラディエーター カリフォルニア
①シャルドネ 2016
②カベルネ・ソーヴィニヨン 2016

①109100237  ②109103001

2004年に元ハーン・ワイナリーの醸造家アダム・ラザールによって設立されたワイナリー。アメリ
カ国内でも数々の賞を受賞し、優れた生産者として有名。果実味が強く濃厚なスタイルは一点の
ブレもなく、力強い味わいを表現しています。①シャルドネは、樽とステンレスをバランスよく仕上

げ、②カベルネは、この価格帯では、珍しく新樽を20％も使用し、黒系果実や黒胡椒などのニュアンスに艶のある甘やかな
味わいを感じます。日常的に楽しめる濃厚ワイン！

① ② アメリカ/①白・②赤

2,200 円（税抜）

通常価格 3,300 円 →3,100 円（税抜）

通常価格 5,000 円 →4,500 円（税抜）

期間限定商品！

通常価格 3,980 円 →

通常価格 1,700 円 →

チリ/泡白

コスパ・スパークリングとしてワイン好きには有名のバルディビエソから、エキ
ストラ・ブリュットが入荷しました！お買い求め易い価格なのに、フレッシュな柑
橘系のアロマとこだわりの瓶内二次発酵でトースト感をプラス！暑ーい夏のお
昼から気軽に飲むのにぴったり！よく冷やして暑い夏に楽しもう！大瓶熟
18-24カ月（ドサージュ：6gr/lt.）

109100435

こだわりの瓶内2次発酵！程よい果実味！
この時期毎年人気の定番商品です！
ビーニャ・バルディビエソ エクストラ･ブリュット

1,500 円（税抜）通常価格 1,600 円 →

日本/白

1975年、長野県・千曲川のほど近く、自然豊かな北信地区に開園したのが、
サッポロ自社ぶどう畑「古里ぶどう園」。寒暖差があり、降水量が少ないこの
土地は、ぶどう栽培に最適な気候です。ここで育てられたシャルドネから造ら
れるこのワインは、国内外のコンクールでも高く評価されています。2016年
もかなり品質の良い出来栄え！爽やかなアロマに豊かな酸と果実味の絶妙な
バランスをぜひお試し下さい！

100101040

長野の恵まれた土壌で育てられたグランポレール渾身のシャルドネ！
グランポレール
長野古里ぶどう園 シャルドネ 2016

3,500 円（税抜）



500g 各750 円（税抜）

127g 各680 円（税抜）

210g 各500 円（税抜）

オーストリア
NEW! 限定品

350g 通常価格 400 円 →各350 円（税抜）

各300mℓ ①750 円（税抜） ②1,100 円（税抜）

③1,200 円（税抜） ④1,500 円（税抜）

暖かい日でも美味しい！食品やチーズも揃ってます！暖かい日でも美味しい！食品やチーズも揃ってます！
ヘルシーなのに味わい深い
地鶏の生ハム！
丹波黒どり生ハムの切落とし
（ムネ肉）
地鶏ブランド、丹波黒どりの
ムネ肉を使用したヘルシー
な生ハム。丹波黒どりの特
徴は肉質がとてもキメ細か
く、口当たりがなめらか。肉
質の締まりが良く、しっかり
とした歯ごたえ。肉自体の持
つコクと甘みを強く感じるこ
とができ、噛めば噛むほど旨
みが溢れてきます。低温燻
煙しており、塩分も控えめ。
ムネ肉なので、とってもヘル
シーです。スパークリングワ
インや白ワインのおつまみ
にもピッタリ。刻んだキュウリとごまダレと合わせてバ
ンバンジー風に。卵の黄身と醤油ベースのやや甘ダレ
と合わせてユッケ風にとアレンジも可。

120g 1,200 円（税抜）

50g 530 円（税抜）

80g 860 円（税抜）

50g 350 円（税抜）

冷蔵品

冷蔵品

ごろごろ具材の食感
イタリアがぎっしり詰まってます！
コッポラ パスタソース 
①プッタネスカ ②モンタナーラ ③クラッシコ
①トマトをベースにアンチョビ、オリーブとケッパーや
ローズマリーなどのハーブの風味で仕上げたプッタ
ネスカ。鶏肉や魚のグリル、フライと相性◎②トマトと
キノコの最強タッグ。「山国育ちの」という意味のパス
タソースで風味豊かなマッシュルームがたっぷり！ロー
ズマリーもよいアクセントに。③新鮮なトマトにバジル
を加えたイタリアの基本パスタソース。お好みの具材
を入れてアレンジも自由自在です。どのソースもイタ
リア食材の風味と味わいがそのまま。パスタソースと
してばかりでなく、煮込みやピッツァなど様々な料理
に使えるのも嬉しい！

ラ･ファッブリカ･デッラ･パスタ
①マッファルディーネ ②パッケリ
ラ・ファッブリカ・デッラ・パスタ社はパスタ発祥の地と
いわれる、カンパーニャ州グラニャーノで3世代に渡り
家族経営でパスタを作り続けています。家族経営のた
め少量しか生産できませんが、最高級のデュラム・セ
モリナ粉を使用し、マエストロ（職人）が伝統的製法に
よって作るパスタは、低温でじっくりと乾燥され、なん
とも言えない風味と食感が生まれます。①マッファル
ディーネは珍しい
ふちがフリル状の
幅広平面パスタ。
クリーム系の濃厚
ソースがよく絡み
ます。②大きな穴
が特徴のパッケリ
はミートソースな
どのラグーソース
（煮込んだソース）
と好相性です。

たまには変わったパスタに
挑戦してみてはいかが？

イタリア

むっちりとした生地
がいかにも美味し
そうなセミハード
チーズの中にクミン
シードの食感と風味
がいいアクセントに
なっています。低脂
肪ですっきりした味
わい。加熱でとろけ
ると、クミンの風味をより楽しめます。ALL JAPAN ナ
チュラルチーズコンテスト2017審査員特別賞受賞も
納得の絶品チーズです。

TAK コハク・クミン
福岡県糸島から届いた絶品チーズ

ダイアモンドベーカリー
ハワイアンクッキー
①バタースコッチ ②キャンディービーズ
今から90年以上前、日本からハワイにやってきた移民
が創業して以来、ロコの間でも知らない人はいないと
いうくらいの有名なメーカー、ダイヤモンドベーカ
リー。見た目の可愛さはもちろん、食べ飽きない優し
い味わいで長年愛されています。ハワイのお土産とし
ても大人気！ぜひ一度お試しください。

メイドインハワイが美味しさの証。
老舗メーカーのハワイアンクッキー

アメリカ①307002323 ②307002324

梶田商店 巽醤油
①天然醸造丸大豆醤油
②巽晃（たつみひかり） ③巽紫（たつみむらさき）
④再仕込み醤油 梶田泰嗣 
愛媛県大洲市の梶田商店「巽醤油」は創業130年。伝
統製法で愛媛県産の丸大豆、小麦を用いて、保存料
なし・無添加の天然醸造丸大豆醤油「巽醤油」を作っ
ています。優しくエレガントな天然醸造の醤油は味わ
い深いコクとまろやかさが魅力。巽晃は農薬・化学肥
料不使用の100％地元南予産の大豆と小麦で仕込ん
だ究極の醤油。巽紫（たつみむらさき）は「小麦を使わ
ない醤油」！愛媛県
産の大豆ともち麦
を使って醸した1
本！再仕込み醤油
は出来上がった
醤油諸味を搾った
生揚げ醤油に醤
油麹を再び仕込
み、醗酵・熟成さ
せたもの。醤油の
中での最高級品
です！

竜神の蔵！愛媛県で無農薬で
仕込まれた拘りの醤油が入荷です！

①307002273 ②307002276 ③307002277 ④307002275

湘南レモンミックスナッツ
神奈川県小田原産の「レ
モン」と神奈川県産の幸せ
を呼ぶ新感覚オレンジ「湘
南ゴールド」を使用した柑
橘スパイスソルトで味付け
をしました。夏にぴったり
の、さわやかに柑橘が香る
味わいは白ワイン、スパー
クリングワインからビール
まで幅広くお楽しみいただ
けます。

レモンの香りと抜群の塩加減が
とまらなくなる美味しさ！！

304100012 日本

日本

Biene Biene オーガニック 
ローハニーひまわり
甘さの中にさわやかさ
を感じるハチミツ。ひま
わりの花そのもののよ
うな鮮やかなイエロー
色が美しく、味わいは
フレッシュ感が特徴
的。ハチミツの主成分
はこれ以上分解の必
要のないブドウ糖と果
糖なのですぐに消化
し、即エネルギーになるので、夏の暑さの疲労回復に
オススメです。

甘味と酸味のバランスが絶妙！
ひまわりの花そのもののような
鮮やかなイエロー色のはちみつ

307002314

①304100071 ②304100072 イタリア①304100085 ②304100086 ③304100087304100064 日本

304100060 日本

約14分で本格リゾットが
ご家庭で簡単に作れます！
リゾスコッティ リゾット 
①ポルチーニ②パルミジャーノ
③トリュフ④ミラノ風
イタリアのキッチンで作られる伝統的なレシピを再現
したインスタントのリゾット。フライパンとお湯さえあ
れば約14分で本格リゾットが完成します。①しっかり
とした肉質のポルチーニ茸は歯ごたえと独特な香り
が特徴。②イタリアを代表するチーズのひとつ、パルミ
ジャーノをたっぷり使用。③高級食材として知られるト
リュフを使用した芳醇な香りのリゾット。④サフランと
チーズを使ったリゾットはミラノ風と呼ばれ現地で愛
されています。どのリゾットもイタリアのカルナローリ
米を使用しているので煮崩れしません。

イタリア①304100066 ②304100067 ③304100068 ④304100069
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通常価格 2,800 円 →2,520 円（税抜）

通常価格①②1,900 円 →①②1,615 円（税抜）

通常価格①320 円②410 円 →①288 円 ②369 円
※全て税抜き価格です。

550 円（税抜） 48,000 円（税抜）

各 2,500 円（税抜）

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

同一商品2個で10％OFF

在庫限り15%OFF

16,800 円（税抜） 4,500 円（税抜）

スタッフお気に入りのワイングッズをご紹介♪スタッフお気に入りのワイングッズをご紹介♪
402003322

ただいまタグをプレゼント中！
今年の旅行のお供にいかがでしょうか？

今年のP'SPでもお客様から大きな注目を浴びたワインのスーツ
ケース"ボトルフライヤー"今年の5月には6本用も販売されます
ます注目度が高まっています。
今年のお盆休
みに海外に行
かれる方や、
ますます盛り
上がりを見せ
る国内ワイナ
リーツアーに
もオススメで
す。ワインを
カッコ良くス
タイリッシュに
運びましょう！

ボトルフライヤー
12本用
ボトルフライヤー
12本用

402003401

ただいま絶賛セール中！
インテリアに合わせて
使い分けよう！

様々な材質やデザインがあるワインクー
ラー。1本用から4,5本用まで豊富なライン
ナップをご用意！
バイヤーがオス
スメするワイン
クーラーをセー
ル価格でご用
意しています。
ワインクーラー
を雰囲気に合わ
せて替えて使っ
て頂けるように
カラーです！

ワイン・冷酒クーラーワイン・冷酒クーラー

407001359

フランスのエスプリを感じる
冷やせるワインバッグ！

暑いこの時期のワインの持ち運びは気を使いますよ
ね。また荷物が多く冷やす道具を持っていくことが出
来ないこともしばしば･･･。
そんなときにスマートに使
いたいのがこのバッグ型保
冷材？保冷材型バッグなこ
ちらの商品。
遊び心と機能性を兼ね備
えたユニークなワインバッ
グです！BBQに持って行き
たい逸品です！

ラトリエデュヴァン
ワインバッグ
ラトリエデュヴァン
ワインバッグ

インドネシア①403002882 ②403002881

布製の持ち手が可愛らしい！
入れるだけで可愛いギフトになりますね。
ペーパーバッグ各種

フランス402002970

日本語版解説付
ワインアロマキットで
奥深いワインの香りの世界へ！
Le Nez Du Vin
ル ネ デュヴァン
Le Nez Du Vin
ル ネ デュヴァン

①402001120 ②402023461

ドイツの名門！
この夏も暑くセール中です！

毎年お馴染みのサマーセー
ル！ドイツのハイコスパグラ
ス“ショット・ツヴィーゼル”が
期間限定の１５％。
夏の大勢集まるワイン会や
BBQにもオススメ！
赤白兼用グラスとして、当店
で高い人気を誇るキャンティ
や、使いやすく小ぶりな丸み
を帯びたボージョレグラスが
バイヤーイチオシ!
この機会に買い替えてみて
はいかがでしょうか??

ショットツヴィーゼル セール！
①キャンティ②ボージョレ カードやナプキン等おしゃれな紙製品で人気を誇る、

アメリカのブランド『Caspari』社。当店でも長年お取
り扱いのボトルバッグの季節感溢れる新柄が入荷致
しました！デザイ
ン製が高く、食卓
を豊かに彩りを
与えてくれるカ
スパリ社の製品、
ぜひワインキャ
リーの際やギフト
にもお役立てく
ださいませ。

スペイン①407001746 ②407001747

アレンジ自在のシンプルな
タンブラーがペアでお買い得です♪
ボデガタンブラー
①200ml ②370ml
ボデガタンブラー
①200ml ②370ml
ビストロなどで人気の高い丈
夫なグラスの代表！
ドリンク用以外にも、オリーブ
やスナック類など、ちょっとし
たおつまみを入れるのにも大
活躍。手頃な価格も魅力で
す。
衝撃に強く、急な温度変化に
も耐えることができる耐熱強
化ガラス。
温度差120℃熱湯100℃に
対応します。

ドイツ403002370

この夏はユニークなフレーズ入りの
ビアグラスなんていかがでしょう？
RITZENHOFF
keep calm ビアグラス
リッツェンホフはド
イツ・マルスベルグ
の町で1904年に
誕生した、世界最大
手 のガラスメー
カー。夏の時期に合
わせて、おしゃれで
ユニークなデザイ
ンのビアグラスが
お買い得になりまし
た！
容量約30 0 c c、
ペーパーコース
ター5枚セット、専
用BOX入。 

日本①402003373 ②402003372

プレゼントにぜひ！
猫の柔らかい世界観！ 
木村硝子
①猫とでんでん太鼓グラス
②猫と煮干グラス

木村硝子
①猫とでんでん太鼓グラス
②猫と煮干グラス
目白・三春堂ギャラリーさ
んと木村硝子店のコラボ
グラス。
あやせさやかさんによるイ
ラストで、猫好きにはたま
らないちょいブサカワの表
情にほっこり和みます。
ハンドメイド・グラスの優し
い手触りも◎。
専用ＢＯＸ付です。
約320cc 

ワインの香りを表現するためのアロマサンプル（フ
ルーツ、花、植物等）５４種類が美しい箱のなかに整然
と並んでいるのは圧巻。
フランスのワイン鑑定家ジャン・ルノワール氏が開発
に携わったトレーニングキットです。試験対策やワイン
好きの方への豪華なギフトに♪

●使用時：47cm×37cm×32cm
●折畳み時：47cm×37cm×16cm

●本体サイズ：
200×200×254

通常価格 2,700 円 →2,295 円（税抜）

●綿、ポリエステル、混合ゲル

①82φ/217H/404cc
②101φ 204H 542cc

①

②

①

②
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今欲しい、
スタッフオススメの
商品はコチラ！！

北ローヌ最高生産者は誰？という問い
があったとしたら、間違いなくこのジャ
ン・ルイ・シャーヴと誰もが答える。濃縮
された果実味、スパイスやベリー系果
物の芳香と力強さに溢れ、同時にエレ
ガントさをも兼ね備えた仕上がりです。
濃厚な味わいは絶対に忘れることが出
来ません。エルミタージュの魔術師
シャーヴ氏の情熱と真心（モン・クール）
をお楽しみ下さい。間違いなくトップク
ラスの出来栄え！

１８０８年葡萄栽培開始。コート・デ・
バール地区ではピノ・ノワールのスペ
シャリストとして高名でフランス国
内、特にレストラン関係から絶大な人
気を誇る８世代続く家族経営メゾン。
１９８９年から一切の農薬を使用しな
い有機農法を実践。葡萄の皮と茎を
蒸留し１０年にも及び長いオーク樽で
熟成。非常に凝縮した葡萄由来の香
りとオーク樽の香り。繊細で豊かな、
ミネラルによる、まろやかな余韻が楽
しめ食後酒に最適な１本。

402003399

着目したのは日本酒の持つ
“うまみ”リーデル渾身の日本酒グラス！

3,000 円（税抜）

200g 各1,100 円（税抜）

38g 480 円（税抜）

冷蔵品

本数限定価格

36本限定特別価格

新入荷

各1,000 円（税抜）

8,000 円（税抜）

3,100 円（税抜）

容量：495mℓ、高さ：200mm、素材:クリスタル

フランス/シャンパーニュ/甘口109205720 南アフリカ/白・赤①109207250 ②109207251フランス/コート・デュ・ローヌ/赤109107803
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②通常価格 2,500 円 →2,200 円（税抜）

①通常価格 2,700 円 →2,300 円（税抜）

ドラピエ トレ・ヴュー・
マール・ド・シャンパーニュ

ドラピエのマールが
数量限定入荷しました！

109207119

『プロセッコはグレラの特徴を味わう
為のスパークリング』『グレラの個性
が出さないのなら、シャルドネで造っ
た方が良い結果が出る』『目指すの
はのはプロセッコにしかできない、プ
ロセッコ本来の味』など造り手の哲
学を存分に反映させたこだわりのプ
ロセッコ。ブドウ栽培は化学的な肥料
や殺虫剤、除草剤さえも使用せずに
有機的アプローチを実践。醸造もグ
レラの白桃のような香りを味わうた
めにシャルマ方式で。シャンパーニュ
のような瓶内2次発酵では酵母の
ニュアンスがでてしまうので、グレラ
特有の香りが隠れてしまいます。シャ
ルマ方式だからこそ表現できるグレ
ラのアロマ。グレラの甘み。グレラの
優しい発泡。グレラのフレッシュさ・・・
どれをとってもグレラの魅力をたっぷ
りと感じることができます。

マルスレット
プロセッコ・トレヴィゾ
エクストラ・ドライ N.V. 

100％グレラの個性を
表現したプロセッコ！

イタリア/ヴェネト/泡白

①304100081 ②304100082

ワイナリーはバレンシアの州都から
65km離れた山間部の川と川に囲まれ
たブドウ栽培に理想的な自然条件に恵
まれた場所に位置。最新の醸造設備と
伝統的な醸造方法を駆使しながら、豊
かな果実味とアロマに加え、長期熟成
可能なワイン造りに取り組んでいます。
洋梨、パッションフルーツ、ライム、オレ
ンジなど地中海の果実とトロピカルフ
ルーツの凝縮度の高いアロマ、奥底に
は花のニュアンスも。フレッシュさとバラ
ンスのよい酸に果実味がリッチでアフ
ターには上品なほろ苦さもクセになる！

モンテ・サンサヴィーノ社はトス
カーナ地方伝統のレシピを基に
その味わいを追求した生ハム
やサラミを製造しています。①ト
スカーナを代表するワイン、キャ
ンティを練り込み仕上げたサラ
ミ。ワインの風味と豚肉の旨味
が絶妙に絡み合う豊かな味わ
いです。合わせるワインはもち
ろんキャンティ、もしくはキャン
ティ以外のトスカーナ産サン
ジョヴェーゼで決まり。良質の
豚肉に唐辛子と各種スパイス
を練り込んで仕上げた辛口の
サラミ。後から追いかけてくる
唐辛子の辛さがクセになりま
す。ビールやスパークリングと
◎。

モンテ・サンサヴィーノ
①サラミ･キャンティワイン入り②サラミ・ピカンテ

トスカーナ伝統の味わい
風味豊かなサラミが新登場！

イタリア

307002270

前回までリーデルが推薦していた日本酒用のグラスは
縦長でフルーティーさを強調したもの。この純米が重視
したのは日本酒のお米が持つ
“うまみ”を構想8年を掛け、
170人にも及ぶ日本酒関係
者と共同開発した力作。これ
からも野心的なリーデルから
目が離せない。

世界的にも人気がでている栄養価の高い良質のナッツ
やドライフルーツをさらにおいしく！アーモンド、ペカン
ナッツを、メイプルシュガーでコーティ
ングし、カシューナッツをローストしま
した。アクセントに３種のドライフルー
ツとキヌアをカカオ70％のダークチョ
コでコーティングしたチョコパフ入り。
白砂糖、乳性脂肪など使わず、メイプ
ルシュガーやアガベシロップを使用。
カロリーを抑えながら、栄養価の高い
甘さをプラスしています。良質のナッ
ツやドライフルーツを使用し、忙しい
時や外出時に栄養価の高いスナック
です。

リーデル〈エクストリーム〉純米

BROWN RICE ビューティーバイツ
良質なナッツを気軽に、おいしく

日本

109204598

ベガマル・ブランコ 2016

爽快感と心地いい甘さで
今話題のワイン！

スペイン/白

①407001684 ②407001688 ③407001686

創設から80年以上の
歴史を持つ、ドイツ、コ
ジオル社の商 品 。
2000年代からは全て
高品質なアクリルで
作られています。見る
だけで楽しくなってし
まう活き活きとしたデ
ザインが多く、テーブ
ルやインテリアのアク
セントになります！
BPA、メラミンフリー
の安全な商品です。

Koziol ボトルストッパー
①ハートＲ ②ミャオウ ③ピッピ

ドイツより可愛いらしいワイングッズが
入荷しました♪

ドイツ

2001年にブドウ栽培農家の父ウィリーと景観設計を学
んだ息子のケヴィンによって
設立されたワイナリー。ワイン
は、独学でスタートしましたが、
今では南アフリカを中心に注
目されている生産者です。ケー
プタウンから、300キロ北に位
置し、大西洋から30キロ内陸
という冷涼なエリアです。南ア
フリカらしいブレンドですが、
青リンゴや白いお花など程よ
い香りにスッキリした味わいで
す。赤は、シラーとグルナッシュ
のブレンドでしっかりとした果
実味が特徴です。

ケープ・ロック・ワインズ
①アサイラム・ホワイト ２０１７ ②アネムスティ・レッド ２０１５　

インスタ映え間違いない！
味わいも夏にお勧め！

J.Lシャーヴ・セレクション　
コート・デュ・ローヌ モン･クール ２０１５

PP100点満点獲得TOP生産者が
仕込む衝撃の最新作

通常価格 2,500 円 →2,150 円（税抜）

通常価格 2,400 円 →2,000 円（税抜）

通常価格 12,500 円 →11,500 円（税抜）

109203446

『LIFE IS A CABERNET』と豪語する
レイ・ダンカン率いるシルバーオーク
はアメリカで最も人気のあるワイナ
リーのひとつ。完璧主義者の彼は、森
や樽工場までも所有する稀有な造り
手。また、オーク樽もアメリカンオーク
樽100％というこだわりから、作られ
るカベルネは、凝縮感がありながらエ
レガントな滑らかな味わいは一度飲
むと忘れられません！リリース時期に
も拘り、樽熟成24ヶ月－25ヶ月。その
後瓶熟成15ヶ月を経てリリースされ
るソノマトップと名高い偉大なるカベ
ルネ！ワイン&スピリッツ誌でNo1に
輝いた1本。

シルヴァー・オーク 2013
アレキサンダー・ヴァレー
カベルネ・ソーヴィニヨン

ワイン＆スピリッツ誌No1に
選ばれた名誉あるカベルネ！

アメリカ/赤

③

①

②




