
レオン・バラルやペイル・ローズ、マス・ド・ドマ・ガサックなどと共にラングドック最高の生
産者として名を馳せるシャトー・ド・ラ・ネグリ。カルト的人気を博し、「ワイン・アドヴォケイ
ト」でも高評価を受ける。「ラ ポルト デュ シエル（La Porte du Ciel）」とは「天国への扉」
という意味。畑の土壌は非常に石が多く、砂と粘土が混ざる石灰質土壌。厳しい剪定、
収量制限をしているため、収量は大変低く15hl/ha。円錐形をした発酵樽で60日間の
長い醸しを行い、マロラクティック発酵と熟成は、バリック（225L）の新樽で24ヶ月。チェ
リーやカカオのアロマの中に、かすかに樽からくるバニラやタバコの要素。口当たりは非
常にリッチで深みも素晴らしい。
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数量限定

監修 ： 沼田 英之http://www.partywine.com/
メールマガジンのご登録はコチラから⇩

【通販サイト】

【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.com

限定

24本

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

3/30(土) 13：00～18：00
フランスとニューワールドのシャルドネ8選！
シャブリ ソノマ モンラッシェ シャブリ ソノマ ピュリニー…世界のシャルド
ネの銘醸地を取り扱うPARTYの選りすぐりの“シャルドネ”をご用意しま
す。世界中で様々なブドウ品種。ブルゴーニュの村名ワインやカリフォル
ニア、オセアニアなど世界各国の選り選りすぐりのワインをチョイス！別途
有料試飲アイテムも用意いたしますのでこちらもお見逃しなく！詳細は
HP、Facebookに載せていきます！　
3/31(日) 13：00～18：00
イタリア王道の泡！フランチャコルタ試飲！
イタリア最高のスパークリングワインと言えば、シャンパーニュよりも規
定が厳しく、素晴らしいワインを造り出してくるフランチャコルタ！今回は
そんなイタリアを代表するスパークリングワインを4種類ご用意し、じっく
りと飲み比べてみたいと思います！詳しくはHPに載せていきますので
チェックしておいてください！　
4/6(土) 13：00～18：00
イル・マッロネート ブルネッロ比較試飲！
イタリア、トスカーナ州シエナ県モンタルチーノ村 周 辺で
Sangiovese100%で造られる偉大な赤ワインの１つ。今や高級ブランドと
してのイメージも確立しています。今回は、ブルネッロなかでも注目の生産
者イル・マッロネートのワインを比較試飲いたします。ワインアドヴォケト誌
において100点を獲得したこともあるなど、今やトップクラスのブルネッロ
生産者イル・マッロネートをお楽しみください。詳しくはHPをご覧ください。　
4/7(日) 13：00～18：00
ニュージーランドのピノ・ノワール4種類比較試飲！
近年最も注目を集めるピノ・ノワールの銘醸地であるニュージーランド。今回
は当店にも入荷の少ないレアな生産者ベルヒルのピノ・ノワールを含む4種
類を比較試飲していただきます。フランス、ブルゴーニュのプルミエ・クリュ～
グラン・クリュを思わせる珠玉のピノ・ノワールをご用意して皆様のご来店を
お待ちしております。4杯セット2,000円(税込)です。詳しくはHPにて。　
4/13(土) 13：00～18：00
シャサーニュ・モンラッシェ最高の1級畑、
2014年、2015年比較試飲！
ピュリニー・モンラッシェ最高の1級畑(ピュセルやカイユレ、フォラティエール)
を覚えているソムリエさんは多くても、シャサーニュ側最高の1級畑を知る人
は少ない・・・。今回はブランショ・ドゥシュという、特級ル・モンラッシェに連なる
1級畑と、特級シュヴァリエ・モンラッシェに連なるアン・レミリーの畑を2014
年と2015年の垂直テイスティングをしてみたいと思います！飲んでおいて損
の無い、特級に匹敵する1級畑、お楽しみに。4杯セットで2,500円(税込)です！　
4/14(日) 13：00～18：00
カリフォルニアの光明！ドメーヌ・ド・ラ・コート飲み比べ！
IPOB（In Pursuit of Balance）その名の通り、バランスの取れたワイン
を作るカリフォルニアワイナリーの集まりの創設者ラジャ・パーと、ニュー
カリフォルニアを牽引するワインメーカー、サシ・ムーアマンの二人が造り
上げたピノ・ノワールに特化したブランド。カリフォルニアワイン好きのみ
ならず、旧世界が好きなワイン愛好家が喉から手が出るほど欲しいワイ
ンとしてその名を轟かせています！今回限りのスペシャルな試飲になると、
胸を張って宣言できる機会です。是非ご参加くださいませ！詳しい情報は
HP、FACEBOOKにて記載致します！　
4/20(土) 13：00～18：00
シャトー・シャス・スプリーン2000年代3ヴィンテージ垂直試飲！
メドック格付けシャトーよりも高評価を得ることの多い実力派シャトーが
皆様ご存知のシャス・スプリーン！今回は2003年、2004年、2005年の3
ヴィンテージを垂直比較試飲していただきます。2003年と2005年はメ
ドック左岸の秀逸年。その間に挟まれた2004年も決して難しい年ではあ
りません。詳細は当店HPでご確認ください。

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。

春に皆で楽しみたい
ワインやグッズ、揃えました！
今年もこの季節がやってきた！
WINE MARKET PARTY
最大のイベント「PARTY'S
PARTY 2019」開催決定！
入場料 5,000円(税込)/その他有料試飲チケット有
年に二回行うWINE MARKET PARTY最大のワインテイスティング
イベント「PARTY'S PARTY」、今年も5月に行う事になりました！世界
中のワインが約70種類テイスティングできるワインイベント。王道の
ボルドーやブルゴーニュから自然派ワイン、ニューワールドの美味し
いワイン達をご用意して皆様のご来場をお待ちしております！詳しい
情報はHPに載せていきます！！

5/11(土) 14:00～16:30

シャトー・ド・ラ・ネグリ コトー・デュ・ラングドック
ラ・ポルト・デュ・シエル 2000
シャトー・ド・ラ・ネグリ コトー・デュ・ラングドック
ラ・ポルト・デュ・シエル 2000

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、
「白ワインを全品8%OFF」にてお買い求めいただけます。

是非この機会にご利用ください。

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

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

有効期間：4月21日(日)まで

フランス/赤109208435

かなりマニアック！ 知る人ぞ知るラングドック最高の
生産者が仕込んだ2000年ヴィンテージ！

●ダイレクトメール1部につき1回のみ有効 ●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。
●2本で3,000円の商品など、割引き対象外の商品もございます。 ●詳しくはスタッフまでお声掛けください。

    

2012年末、2007年から2012年までの熟成中のワインのほとんどを流されるという事
件にあったカーゼ・バッセ。その事件から僅かに助かった2007年ヴィンテージが限定1
本入荷しました・・・。先日のジャンフランコ・ソルデラ氏の訃報を受け、販売するかどうか
悩みましたが、載せる事にしました・・・。2007年は素晴らしいヴィンテージ、濃さではな
く、奥行き、余韻で訴えかけてくるワイン。圧倒的な存在感は他のワインを寄せ付けな
い、イタリア最高の1本でしょう。

カーゼ・バッセ 
ソルデラ トスカーナ I.G.T. 2007
カーゼ・バッセ 
ソルデラ トスカーナ I.G.T. 2007

イタリア/赤109109764

今や幻！ 神様、故ソルデラ氏が仕込んだ
秘蔵の2007年は限定1本！

    

『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24-25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No.1に輝いた1本。

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

アメリカ109203446

ワイン＆スピリッツ誌No.1に選ばれた
希少なカベルネが入荷しました！！

    

御祝いの時に飲みたい！「白ワイン全品8%OFF」クーポン券

75,000 円（税抜）

通常価格 18,000 円 →16,000 円（税抜）

通常価格 12,500 円 →11,000 円（税抜）

1

nakamura
取り消し線

nakamura
取り消し線

nakamura
取り消し線

nakamura
取り消し線

nakamura
取り消し線



数量限定季節特別価格 季節特別価格

10％OFF

※冷凍庫に入れてからご利用ください

※専用革ケース付、ネーム入れは別途2,000円（税抜）
　にて承っております。

『生命力のある土壌だけが、魂、個性
とエネルギーを備えた、本当に良質で
健康に良いワインを造ることが出来る
と考えています。』と語る通り、農園の
作物は生育環境の中の様々な植物や
生物と共生しているという考えのも
と、彼らは全ての畑でビオディナミを
実践。ダーニDANIは造り手のファー
ストネームの愛称で、4つ意味にもか
けられたネーミング。D：delicious（お
いしい）、A：animated（活き活きとし
た）、N：natural(自然の)、I：individual
（個性的な）。爽やかでピュアな果実が
いきいきとしたオーストリアのロゼワ
インです！

ヴァイングート・スールナー
ダーニ・ロゼ 2017

オーストリアの可愛らしいロゼワイン！
日本料理にもピッタリです！
オーストリアの可愛らしいロゼワイン！
日本料理にもピッタリです！

109208276 オーストリア/ロゼ

1987年に設立されたブルゴーニュ地
方、ニュイ･サン・ジョルジュ（プリモー・プ
リッセ村）の人気ドメーヌが手がけるス
ペシャルなクレマン。泡立ちのキメ細か
さ、味わいの豊かさに魅了されます。香
りは特に素晴らしく、熟成したシャルド
ネ、ピノ・ノワールのブーケが上品に香
ります。柑橘系の酸味とコクのあるふく
らみが魅力的なワイン。上質なシャン
パーニュを思わせる品と格、じっくり向
き合えるクレマンの完成形でしょう！当
店久 （々5年振り）の入荷です！一度飲ん
でみてください♪

ベルトラン・アンブロワーズ　
クレマン・ド・ブルゴーニュ・
ブリュット N.V

ピノ・ノワール主体の
素晴らしいクレマンが入荷！
ピノ・ノワール主体の
素晴らしいクレマンが入荷！

109103591 ブルゴーニュー/泡白

2,500 円（税抜）

ハーマンは、今、ニューヨークのみならず、
全米で最もリースリングの評価をうける生
産者。無農薬のブドウを天然酵母で、無清
澄、無ろ過で作り、NYの周りの生産者の先
を行く作り手。西海岸に比べると冷涼な東
海岸のワインは、酸が綺麗に表現され、ア
ルコールも少し控えめなエレガント。そんな
ハーマンはリースリングやスパークリング
が得意な生産者なので。今回、初入荷のワ
インは、まるでアルザス・ブレンドのような
味わいで、華やかで、酸と果実味がチャーミ
ングに感じます！これから、春にかけて最も
美味しくなります！

ハーマン・Ｊ・ウィーマー
フロスト・キュヴェ 2013

春にピッタリのNY流フィールド・ブレンド！春にピッタリのNY流フィールド・ブレンド！
109208404 ニューヨーク/白

世界的にもオレンジワインの産地として有名に
なったフリウリ・コッリオ。名立たる生産者が
揃っていますが、その中でもプリンチッチのワイ
ンは個性的。レストランを経営しつつラディコン
やグラヴナーのように醸造をしたいと夢を見
て、念願のワイナリーを設立。長期間果皮を漬
ける特殊なワインは、ジュースのようでありな
がら濃厚で味わい深く、フワっと広がるアル
コールが素晴らしい。人なつっこくて華やかな
味わい。醸造も温度管理をせず自然まかせでノ
ンフィルター。オレンジワインを試したいのであ
ればまずここから！

ダリオ・プリンチッチ 
ヴィノ・ビアンコ・ヴェネツィア・
ジューリア I.G.T. 2015

2015年はやっぱり美味しい…
フリウリの自然派プリンチッチ！
オレンジワイン入門編！

2015年はやっぱり美味しい…
フリウリの自然派プリンチッチ！
オレンジワイン入門編！

109103893 イタリア/オレンジ

3,300 円（税抜） 通常価格 3,300 円 →2,980 円（税抜）

通常価格 2,800 円 →2,680 円（税抜）

２００２年初リリース。巨匠オリヴィエ・
クザンから葡萄への情熱、畑への丁
寧なアプローチを学び、近年「スー
パー・ソミュール」と呼ばれる素晴ら
しいワインをリリースし、現地で特に
注目を浴びる期待の大型新人。カベ
ルネ・フランをマセラシオン・カルボ
ニックで造ったワインと普通に発酵
させたワインを混ぜて造られていま
す。「お花見」をイメージして醸造さ
れた、軽やかで心地よい癒しのワイ
ンです！

セヴァスチャン・ボビネ
HANAMI（花見） 2012

日本の四季「春」をイメージして
造られた“お花見ワイン”
日本の四季「春」をイメージして
造られた“お花見ワイン”

109206389 フランス/赤

1980年代後半にシャーウッド夫妻によって
設立。南島のワイパラヴァレーとマールボロ
地区に計8つの自社畑を所有し、ブドウ栽培
から最新鋭の設備で醸造を行うワイナリー。
サステイナブル農法（持続可能なブドウ栽培
計画）や有機栽培に取り組む志の高い生産
者。自社畑のピノ・ノワールを使用。様々な
料理に合わせてお楽しみいただけ、野生の
イチゴやらラズベリーを想わせるドライな味
わい。人気生産者の最新作は春に飲みたい
2019年の限定商品です。

シャーウッド・エステート
ピノ・ノワール･ロゼ 2017

当店でも大人気の生産者から
新作のロゼワインが季節限定入荷！
当店でも大人気の生産者から
新作のロゼワインが季節限定入荷！

109208470 ニュージーランド/ロゼ

3,500 円（税抜） 通常価格 2,200 円 →2,100 円（税抜）

通常価格 ①27,000 円 ②25,000 円 ③33,000 円 →

①24,300 円（税抜） ②22,500 円（税抜） ③29,700 円（税抜）

90g 900 円（税抜）

250g 各750 円（税抜）

各650 円（税抜）

①304100167 ②304100168 ③304100169

モレッリパスタは1860年に設立。家族経営で
伝統を維持、現在は5代目が引き継ぎ、ユニーク
で美味しいパスタを製造しています。クラシック
なパスタはブロンズダイスを使用しています
が、このアロマシリーズは素材の色感をしっかり
残すためテフロンを使用しています。このパスタ
を美味しく食べるコツは、多めの塩を入れたお
湯でパスタを茹でて、良質のオリーブオイルを
あえるだけで十分。パスタの練り込まれた素材
の美味しさを堪能できます。少し物足りないか
な？と思う方はお好みでソースを足すなどアレン
ジしてみてください。

アンティーコ・パスティフィーチョ・モレッリ 
①レモン&ペッパー ②トリュフ ③赤唐辛子

ソースに頼らずにパスタ自体の美味しさを実感してください！ソースに頼らずにパスタ自体の美味しさを実感してください！
イタリア 304005187

口に含むと桜の香りがふんわりと広がる、口溶けな
めらかな優しい味わいのチーズです。桜の塩漬け
がちょこんとのった見た目は、まるで和菓子のよう
な繊細さです。蜂蜜を添えていただいて、和菓子の
ようにお召し上がりいただけば、ほうじ茶などの日
本茶とも相性良くお召し上がりいただけます。繊細
な味わいですので、ワインならスパークリングワイ
ンやフルーティーな白ワインと一緒に。桜の美しさ、
繊細さが見事に表現された限定生産品です。

共働学舎 さくら
季節限定　桜が香る、やさしいチーズ季節限定　桜が香る、やさしいチーズ

日本 冷蔵品

①402003434 ②402003435

去年終売となってしまったクリスタルアイスボー
ルがカラフルになって再登場！冷凍庫に入れて凍
らせれば冷たさをキープします。レジャーに！アイ
スコーヒーに！蒸留酒に流しそうめんに!?ご利用く
ださいませ！

クリスタルアイスボール 
①ブルー②ピンク

日本

①402003112 ②402003199 ③402001002

送別シーズンでもあるこの季節。ソムリ
エナイフの最高峰、シャトーラギオール
が、チャンピオンモデルを含め10％
OFF！ワイン好きのお世話になった方へ
のギフトにも最適です。店舗では実際
にお手にとってじっくりお選びいただけ
ます。

シャトーラギオール ソムリエナイフ各種10％OFF
①グラン・クリュ レッド ②オリーブ ③エリックボーマールモデル

フランス

①
②

③

人気商品復活！冷凍して繰り返し使える便利グッズ！

春のギフトにも最適♪一本は手に入れたい憧れのソムリエナイフ

2

季節商品のご案内♪季節商品のご案内♪



期間限定

3,900 円（税抜） 通常価格 6,500 円 →5,850 円（税抜）

3,300 円（税抜）

限定12本！

限定24本！
日本初

数量限定15％ＯＦＦ

最後の12本！ブルゴーニュの
日本人醸造家が仕込む家族の為
の白ワイン！

最後の12本！ブルゴーニュの
日本人醸造家が仕込む家族の為
の白ワイン！

「ルー・デュモンを創業してから10年が経ちま
した。ひとつの区切りとして、ここまで一緒に
頑張ってくれた家族（ファミーユ）のみんなに感
謝の気持ちを捧げたい」という思いで2008年
からリリースされた白。「カリテ・フランス」の認
証を受けた秀逸なヴィレ・クレッセのブドウを
格下げして造られ、2015年ヴィンテージは、
版画家である宮崎敬介氏が手がけた特別コ
ラボレーションラベル！NHKプロフェッショナル
仕事の流儀にも取り上げられた最高の日本人
醸造家の仕込む愛のある白ワイン♪輸入元さ
んから分けてもらえた最後の12本です！

109206557

ルー・デュモン ブルゴーニュ ブラン
キュヴェ・ファミーユ 2015

フランス/白

各100g 通常価格 600 円 →各500 円（税抜）250mℓ 通常価格 1,700 円 →1,450 円（税抜）

セール価格68,796 円（税抜） 通常価格 3,720 円 →3,162 円（税抜）

新生活にはこちらのワインセラーがオススメ！
省エネタイプのワインセラー！
新生活にはこちらのワインセラーがオススメ！
省エネタイプのワインセラー！

日本のトップメーカー“フォルスター”イチオシのちょうど
いい大きさのワインセラーです♪インバーター式コンプ
レッサーを搭載しており、省エネ・静音・使い勝手の良さ
が人気です。当店でも去年の売上TOP3に入る人気ぶ
り！30本前後のワインセラーは最初の1台や、セカンドセ
ラー、静かなので書斎や趣味のお部屋にも人気です！ぜ
ひ新生活にご検討ください！

フォルスター カジュアルインバーター 
FJC-95G 26本入り

501000082 フランス

カフェや家庭でも使われている
フランス製の定番グラス
カフェや家庭でも使われている
フランス製の定番グラス

1リットル容量のピカルディのカラフェ。ネック部
分にはグラスを重ねて置く事が可能な為、収納
や運ぶ時にも便利です。160ccサイズのグラス
6脚とセット購入で、15%OFFになります！カフェ
で定番のピカルディ、この機会にまとめ買いいか
がでしょうか？

DURALEX ピカルディ
カラフェ&グラス6脚セット

407001742

①307002460 ②307002461 ③307002462

赤ワインと相性◎！栄養豊富なデーツの新感覚チョコレート！赤ワインと相性◎！栄養豊富なデーツの新感覚チョコレート！

近年人気が浸透してきたナツメヤシの実
「デーツ」は、濃厚な天然の甘みが特徴で干
し柿にも似たような甘さと食感があります。
栄養豊富で美容にも良いデーツに、アーモ
ンドを詰めてチョコレートでコーティングし
たチョコデーツ。コーヒーや紅茶にはもちろ
ん、赤ワインとも相性が良いので、ぜひお
得なこの機会にお試しください♪

チョコデーツ①ダーク②アソート③ダーク85%

スペイン UAE304100161

上質なオーガニック・オリーブオイルがお買い得！上質なオーガニック・オリーブオイルがお買い得！

スペイン・アンダルシア地方にあるアシエンダ・グスマン社
は、自社農場で栽培されたオーガニックのオリーブのみを
使用して上質なオリーブオイルを生産しています。手摘み
で収穫後、5～6時間以内に搾油されたオリーブオイルは、
アメリカやイタリア、日本など各国で多くの賞を受賞し高
評価を得ています。マンサニージャ種、オヒブランカ種、ア
ルベキーナ種の3品種をブレンド。バランスがとてもよく、
程よい辛味が特徴のオーガニック・オリーブオイルです。

アシエンダ・グスマン EXVオリーブオイル

通常価格 4,200 円 →3,900 円（税抜）

外形寸法：幅500×奥行545×高さ770（mm）

毎年即完売必至！
元祖ヴァン・ナチュール
NEWヴィンテージ

毎年即完売必至！
元祖ヴァン・ナチュール
NEWヴィンテージ

自然派ワインの父マルセル・ラピ
エールの遺志を継いだ奥様マリー
と息子のマチューが仕込む最高の
1本。多くの自然派ワイン生産者に
も慕われたマルセル・ラピエールの
ワインは、良作年であれば20年以
上の長期熟成も可能。ガメイ種本
来の特徴を見事に表現したピュア
なワインを造り上げる！自然な葡萄
本来の果実味、飲めば飲むほどに
癖になる、「これぞ元祖ヴァン・ナ
チュール」と呼べる1本！

109102849

マルセル・ラピエール
モルゴン サン・スフル ２０１７

フランス/赤

『香り高く優美』
ラ・モッラ村のバローロ！
『香り高く優美』
ラ・モッラ村のバローロ！

「ワインの王」と呼ばれるバローロ
の中でも、この「ラ・モッラ」村のバ
ローロは、香り高く、優美なタイプ
で比較的早くから楽しめるタイ
プ。造り手のレナート・コリーノは、
エリオ・アルターレが中心となって
活動している「リンシエメ」のメン
バー。いわゆるバローロ・ボーイズ
たちから多くのアドバイスをもら
い、今やバローロを代表する生産
者の一人になっています。（ネッビ
オーロ100％）

109208335

レナート・コリーノ バローロ 
D.O.C.G. デル・コムーネ・
ディ・ラ・モッラ 2014

イタリア/赤

通常価格 6,100 円 →5,250 円（税抜）通常価格 4,600 円 →4,300 円（税抜）

約10年熟成した規格外
ソーヴィニヨン・リゼルヴァ！
約10年熟成した規格外
ソーヴィニヨン・リゼルヴァ！

1840年頃からワイン造りを行うイタリ
アを代表する白ワインの造り手エディ・
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
なる生産者です。ラディコンとの共同開
発したボトルでも有名です。マセラシオ
ンは行わず古樽にて発酵後、12ヶ月樽
熟成。その後ステンレスタンクで6ヶ月間
安定させた後、濾過せず瓶詰め。言葉で
は言い表せない程の果実の層、力強い
アロマがあり、無重力のような柔らかく
シルキーな個性を持っています。ミネラ
リーでかつ長い余韻も素晴らしいワイン
です！

109202709

カンテ ソーヴィニヨン・セレツィオーネ
ヴェネツィア・ジューリア I.G.T. 2009

イタリア/白

今年も優美です！お花見に大人気の
限定スパークリング！
今年も優美です！お花見に大人気の
限定スパークリング！

世界一有名なシャンパンメーカー『モ
エ・エ・シャンドン』がオーストラリアで
造るスパークリング。シャンパンと同
じ製法で作られるオーストラリアを代
表するワインです。タスマニア島や
ヴィクトリア州の冷涼な産地のブドウ
を使用し、熟成期間も長く、一般的な
スパークリングが9ヶ月に対して、2倍
の18ヶ月以上も長くとり、味わいに焼
きたてのクロワッサンのような香ばし
い、香りとふくよかさを与えています。
今年もヨネヅモデルは、お花見の時期
限定のスペシャルデザイン！苺畑を思
わせる美しいロゼスパークリング！

109208469

シャンドン・ロゼ
バイ・トモユキ・ヨネズ 2019

オーストラリア/泡

日本初入荷！
ビーチリゾートの作る
タトーマーの純粋に美しいピノ・ノワール！

日本初入荷！
ビーチリゾートの作る
タトーマーの純粋に美しいピノ・ノワール！

16歳から地元サンタ・バーバラでワイン
作りに携わり、2008年に念願のワイナ
リーを設立しました。カリフォルニアで最
も古いとされるリースリングに魅了さ
れ、ブドウの本来の個性や美しさを表現
するべく、オーストリアのエミリック・ノー
ルに師事し、ヴィンテージを重ねました。
冷涼品種が有名ですが、今回、少量生
産の為に日本への入荷が無かったピノ・
ノワールが待望の入荷となりました。サ
ンタ・バーバラの冷涼感を感じる柔らか
い酸にピュアな果実味が魅力的のピノ・
ノワールです！今回限定24本となります！

109208476

タトーマー ピノ・ノワール 
サンタ・バーバラ 2016

アメリカ/赤

数量限定

数量限定数量限定

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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南西地方の赤ワインを代表する1本！モンテュス！
シャトー・モンテュス 201４　

数量限定イタリア/赤109208386 イタリア/赤

ブルネッロ生産者のなかでも十指に数えられる評価の高い造り手。
ウチェリエッラ　
ラパーチェ トスカーナ I.G.T. 2014

109103726

4

様々な逸話を持つマディランのシャートー･モンテュスが久しぶりの入荷です！
固有品種タナとカベルネ・ソーヴィニョンのブレンドです。力強いフルボディの
中にもフランスらしいアロマと複雑味が魅力的。国際的評価の高い2014年
です。南西地方を代表する1本です。エールフランスビジネスクラス採用。

ルフィーナ地区のキアンティ・リゼルヴァタイプ！
ジネストライア
キアンティ D.O.C.G. リゼルヴァ 2014
キアンティの7つある特定の指定地域（ソットゾーナ）の1つルフィーナ地区のブドウ
を主に使用。畑の土壌は”ガレストロ”として知られている岩石混じりの土壌。プレス
後25～28度で果皮も一緒に漬け（スキンコンタクト）25日間発酵。発酵後は14ヶ
月間フレンチオークにて熟成。深いルビー色、熟したプラムやベリー、木やコーヒー
の香りが非常に上品です。「リゼルヴァ」はアルコール12％以上、法廷熟成期間2年
（うち木樽熟成6ヶ月）。（サンジョ
ヴェーゼ95％/コロリーノ5％）

109102847 フランス/泡白

フランス/泡白

フランス/泡白

ローヌ最高の自然派生産者が仕込むマルサンヌ100%の泡！久々の入荷です！
レ・シャン・リーブル サン・ペレイ メトード・
トラディショネル N.V

109208462

南仏リムーに位置しているシャトー・ド・ゴール。このリムーはシャルドネ、シュ
ナンブラン、モーザックを混ぜ木樽で発酵、そのまま7ヶ月熟成しました。イエ
ローゴールドの外観から、バタートースト香や花梨のアロマをほのかに感じま
す。甘味を纏うフルーティーな果実感はドゴールならではの味わい。自然派好
きから白ワインラヴァーにもお薦めできる上質な白ワイン！

フランス/白

春に楽しめるナチュラル・ワイン！
ほんのり樽の効いているリム・ーブラン！
シャトー・ド・ゴール リムー ブラン 2017

フランス/白109202058

フランス/赤109208516

花が舞い散るこの季節、香り豊かなリースリングを！
ドメーヌ・シュルンバジェ　
レ・プランス・アベ リースリング 2015
1810年創業の伝統あるドメーヌで、南アルザスのゲッビレール村に本境地を
置き、この地で最も急勾配である畑を所有しています。グラン・クリュ畑であ
るボーレンベルグの若木のリースリングを使用しており、栽培はすべてビオ
ロジック農法。とても華やかでリッチな味わいです！当店スタッフも大絶賛！ぜ
ひこの季節に香り豊かなリースリングをお楽しみください♪

109208390 フランス/赤

109105629 フランス/ロゼ

シャトー・ラトゥールのオーナーとペトリュスの元醸造長が
仕込むメルロー主体の1本！
シャトー・プレジール・ド・シオラック 2016
2014年にシャトー・ラトゥールのオーナーであるフランソワ・ピノー氏が株を50％所
有する事となり(2017年に100％オーナー)、ラトゥールで2007年からテクニカル
ディレクターをしていたペネロープ・ゴードフロワ氏を技術指揮官として投入。さらに
2015年からはペトリュスの醸造長であったジャン・クロード・ペルエ氏をコンサルタン
トとして加え造られた赤！ラランド・ポムロルでは最も標高の高い位置にあるシャトー
でとてもエレガント。樹齢15年以下のブドウを用いてタンクにて12か月熟成、メル
ローの良さがしっかりと出た1本！ 2,980 円（税抜）

109205568

2008年のシャンパーニュは何本ストックしておいても間違い無し！
クリストフ・ルフェーブル ブラン・ド・ブラン 
ブリュット キュヴェ・アレクサンドリーヌ 2008
1996年創業。畑は僅か4.3haと生産本数も少なくドメーヌスタフッフは僅か2名。
収穫も全て自分達の手で行い葡萄の選果も畑で行う正真正銘のハンドメイド・
シャンパーニュ。樹齢56年以上のシャルドネを使用しシュール・リー状態で8ヶ月一
次発酵を行い瓶内で96ヶ月熟成。カリンやクルミにブリオッシュなど繊細で優美
な美しいスタイル。火打石やタルトなどのニュアンスも◎。今回ボトルはノン・ドゼ。
2008年は旨味が強く酸もある、過去最高のヴィンテージ！

109108421

本当においしい自然派のスパークリング☆
ルドヴィック・シャンソン VdF ペティヤン
ナチュレル サン・パーニュ 2016
ロワールより、新進気鋭のビオロジスト、ルドヴィック・シャンソンのペティアンを
入荷しました!彼はワイン学校を卒業後2008年より本格的にワイナリーを始動
し、現在一人で切り盛りしています。サン・パーニュは直訳すると「腰巻」の意味
で、シャンパーニュをもじって名付けたキュヴェです。2016年は木樽で8ヶ月発
酵・熟成後、瓶を平らに寝かせ6ヶ月瓶内熟成しました。やや憂いあるイエロー
ゴールドの外観から、バニラや金柑、青リンゴの香りを
感じます。優しさのある泡がなんとも癒し系です！

2,750 円（税抜）

フランス/白109208356

まさかモノポール（単独所有畑）がこの価格！？美味しいシャルドネです！
シャトー・ド・サントネイ オート・コート・ド・ボーヌ 
クロ・ド・ラ・シェーズ デュー ブラン 2015
ガメイ禁止令を出し、ピノ・ノワールをブルゴーニュの第一品種にしたブルゴーニュ公
国の初代公王、フィリップ・ル・アルディが所有していたシャトー・ド・サントネイ（現在は
クレディ・アグリコールが運営）。この白ワインはオート・コート・ド・ボーヌながらサントー
バン村に属する、ドメーヌのモノポールの畑（12.8ha）であり、サントーバン・アン・ヴェ
スヴォーのすぐ近く。小樽30%、残りは大樽で醸造。石灰質の土壌から生み出される、
柑橘系のアロマとミネラルの風味
が清々しい、エレガントな白ワイン。

フランス三大ロゼ、タヴェルの実力が試せるワイン！
Ｅ・ギガル タヴェル・ロゼ 2015
「ローヌの帝王」ギガル社が手掛けるフランスで最も珍しいロゼ・ワインの銘
醸地タヴェル。色合いは、春にピッタリなサーモンピンク。グルナッシュ主体で
仕込まれ、ブラインドで飲むと赤ワインと間違えてしまうくらいストラクチャー
もしっかりしており、力強さを持ちながらエレガントな世界観を見事に演出。
そのあたりはさすがの出来栄えです。フランス三大ロゼ・ワインの銘醸地タ
ヴェルの本領発揮した1本！

2,600 円（税抜）

ブルネッロのトップ生産者の１つが造るスーパーブレンド！小規模ワイナリーな
がら1haあたり6,000本の密植をしており、これほどの密植はブルネッロでは
異例。ましてやウチェリエッラのような小規模ワイナリーではほぼ皆無。ブドウ
の栽培は全て手作業で行われ完熟を待ってから収穫を行う事で、様々なアロ
マがバランス良く混ざり合った素晴らしいワインに。たっぷりとボリューム感の
ある果実味があふれ、複雑味も
しっかりあり、文句なし！ 5,400 円（税抜）

3,000 円（税抜）

7,500 円（税抜）

2,600 円（税抜）

3,100 円（税抜）

通常価格 3,000 円 →

通常価格 4,100 円 →

通常価格 3,240 円 →

通常価格 6,420 円 →

イタリア/白

シチリアの自然な魅力を感じるエキゾチックなグリッロ！
アレッサンドロ・ヴィオラ
ノート・ディ・ビアンコ 2017

109208468

シチリアの濃いワインというイメージとは真逆のスタイル。畑は農薬に害され
ていない昔から自然栽培で守られてきた畑。ステンレスタンクで自然発酵。
マセラシオンは2日間。そのままステンレスタンク内でシュール・リー状態で
6ヶ月間熟成。なかなかのボリューム感があり、澱からの複雑味と穏やかな酸
味、上質なグリッロの持つエキゾチックな風味が素敵です。（グリッロ100％）

3,300 円（税抜）

3,980 円（税抜）

2,800 円（税抜）

通常価格 3,300 円 →

通常価格 2,800 円 →

ローヌ地方の自然派の生産者ダール・エ・リボのルネ・ジャン・ダールが運営
し、当主の興味のある事を体現化するのがこのブランド、レ・シャン・リーブル。
マルサンヌを100％用いて造られたこのサンペレイは、瓶内二次発酵させた
シャンパーニュタイプ。サッパリとした柑橘系のフルーツのニュアンスにトロリ
としたオリーブオイルのような円やかさと苦味、キメ細かな泡立ちが食欲を増
進させます！ブルゴーニュやアルザスとは違った味わい
が魅力的です！自然派ワイン好きの方へ。

PARTY初入荷！

1,680 円（税抜）通常価格 2,100 円 →

本数限定価格



109204507 スペイン/赤

スペイン/泡109207163

ピュアで優しい味わいが魅力のオーガニックカヴァ！
エキリブリ・ナチュラル カヴァ・フナンブル・ブリュット N.V.

日本限定販売！桜のエチケットが魅力のゴールド・ラベル！
フアン・ヒル クアトロ・メセス SAKURA 2017

若き女性醸造家が造る、「バランス」という名のピュアな味わいのカヴァ。爽や
かなフルーツとハーブのアロマに深い味わいとフィネスを持ち合わせていま
す。手作業で澱引きし、瓶内二次発酵、15ヶ月熟成とまさにシャンパーニュと
同じ醸造方法。樹齢50年を超える古樹の畑は農薬、殺虫剤、化学薬品は一
切使用していません。豊かで細かな泡が味わいを一層引き立て、爽やかな余
韻に華を添えています。 隠れファンも多いバランスの非常に優れた辛口のカ
ヴァです。

当店の超人気スペインワイン、シルバー･ラベルの弟分であるクアトロ・メセス
（ゴールド・ラベル）の日本限定、桜ラベル！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、ミゲル・ヒル氏が日本の皆様へ感
謝の気持ちを込めた贈り物です。

5

1,950 円（税抜）

109208486 イタリア/オレンジ

日本とラディコン家でしか飲めない！？
『フオーリ・ダル・テンポ 2003』
ラディコン オスラーヴィエ　
フオーリ・ダル・テンポ 2003（500ｍｌ）
ラディコンの最上キュヴェとして知られるこのフオーリ・ダル・テンポ。酷暑だった2003年
は、例年以上にエキス分の強いワインだったためか、約4年という長期間の樽熟成の後に
ボトリングしても瓶内で大量の澱が沈殿…。その為、イタリア国内や諸外国では販売が
難しいと判断され、理解のある！？日本だけに販売することにしたのがこの2003年。愛好
家的にはむしろこっちのほうが・・・！？茶こしをご用意ください。
（シャルドネ/ソーヴィニヨン）

アメリカ/赤

ビッグ・ランチ・ヴィンヤーズは、ナパで栽培農家として、40年以上もの歴史を誇る
由緒正しい作り手。もともとは、メリヴェイル、ケークブレッド、ダックホーンなどに上
質なブドウを供給していましたが、ブドウの販売価格の変更は難しい事から、10年
前より、独自のブランドを立ち上げ、ワイン作りをスタートさせました。ナパ・ヴァレー
らしい果実味がありながら、バランスが良く、重すぎない味わいで、飲み疲れない美
味しさがあります。ブドウは、オークヴィルと名乗れる区画の物を使用した栽培農家
だから出来るコスパなカベルネ！

109208488

ナパ・ヴァレーにおいて、40年以上の歴史を誇る栽培農家が作るコスパカベルネ！
ビッグ・ランチ・ヴィンヤーズ
カベルネ・ソーヴィニヨン ナパ・ヴァレー 2015

1,850 円（税抜）

109205371 チリ/泡白

良い年にしか作れない！チリのブラン・ド・ブラン！瓶内二次熟成！
コノスル センティネラ・ブリュット 
ブラン・ド・ブラン 2015
暖かくなってくるとやはり飲みたくなるスパークリング！ニューワールドも負け
ていませんよ！チリの大手コノスルが作るスパークリング“センティネラ”はフ
ンボルト海流の影響を受けやすいカサブランカ・バレーのシャルドネを100％
使用。24ヶ月瓶内で熟成しています。柑橘の香りと香ばしい香りが鼻をくす
ぐり、NWらしからぬきめ細やかな泡立ちは春にピッタリ！ぜひチリの最新ス
パークリングをお試しください。

銘醸地ソノマから熟成ワインがお手頃価格で入荷しました！
トロワ・ヴォワイエル 
①ソーヴィニヨン・ブラン ドライ・クリーク・ヴァレー 2005
②カベルネ・ソーヴィニヨン 2005

①109208456  ②109207598

この価格でカリフォルニアのトップクラスの銘醸地ドライ・クリークとアレキサンダ
ー・ヴァレーから熟成した希少なワインが入荷しました。今回限定で入荷したアイ
テムなので、本数は多くはありませんが、ワイン会や普段飲みに嬉しいワインで
す。ソーヴィニヨン・ブランは、清涼感よりは、蜜っぽさや栗のニュアンスを感じ、カ

ベルネは、濃厚さに繊細な酸や熟成感、複雑さお楽しみいただけます！もう2度と再入荷はございませ
んので、是非今回ご入手してください！

① ② アメリカ/①白・②赤

7,800 円（税抜）

109208495 オーストラリア/赤

グレートサザンオーシャンを感じるエレガントピノ！！
ヘアウッド デンマーク・ピノ・ノワール 2016
1988年に西オーストラリアの南端のデンマークに設立されたマーガレットリ
バーの某有名ワイナリーも認める生産者。南極からの海風がこの地に冷涼気
候を作り出し、酸のしっかりとした非常にエレガントなワインが生まれます。
チェリーやベリーの香り。トリュフなど様々なニュアンスも感じるこの価格帯で
は逸脱したピノ・ノワールです。海が好きな方、サーフィンが好きな方にはとて
もおすすめの本数限定商品です。

2,200 円（税抜）

限定36本！

限定36本！限定24本！アメリカ/赤

カリン・セラーズのオーナー、テリー・レイトンは「世の中の大半の高級ワインは
本来の素晴らしさが現れる前に飲まれてしまっている」と嘆き、それを安定供
給させる為、自らが造ったワインは最低10年以上熟成させてから出荷すると
いう現代ワインとは真逆のワインを造り上げる。ロシアン・リヴァーから1マイ
ル弱に位置するデモストン・ランチにて、ドライ・ファーミングで育てられた小
粒のピノを使用。力強いピノが19年の時を経て、飲み頃のピークに達してい
ます！この価格で熟成ピノはとても希少です！

1092108490

ピノ好きの皆様お待たせしました。
ブルゴーニュのようなカリフォルニアの古酒ピノ！！
カリン・セラーズ ピノ・ノワール キュヴェ･DD 2000

7,100 円（税抜）

期間限定商品

期間限定商品

通常価格 2,000 円 →

スペイン/赤109105735

価格の5倍は価値があるワイン！あのワイン畑に隣接！
フィンカ・ビリャクレセス プルノ 2016
あのベガ・シシリアに隣接する、以前はピングス（ピーター・シセック）に貸して
いた最高の畑のブドウを使用した並外れてお買い得なリベラ・デル・デュエロ
の赤ワイン！様々なベリー系果実やクレーム・ド・カシス、黒コショウなどが次々
と現れるフローラルなアロマ。極めてリッチで広がりのある味わいはシルクの
ように滑らかで、層をなすジューシーな果実や伸びやかな酸、細かなタンニン
が継ぎ目なく溶け込んでいます。パーカー氏曰く「ベガ・シシリアの赤ちゃんを
連想させるワイン！」と。 2,800 円（税抜）

通常価格 2,700 円 →

南アフリカ/白

アルザスのワインメーカーのジュリアン・スカールは、2003年に南アのウォー
カーベイ地区のブシャル・フィンレーソンの収穫を手伝いに来た際に南アのポ
テンシャルに衝撃を受けて設立。特に冷涼地区エルギンで最も樹齢の古い
ポールクルーバーの北向きのやや暖かい斜面の畑のブドウを譲り受けまし
た。1日の中で最も涼しい深夜にかけて収穫し、凝縮感と酸とが共存したワイ
ンを産み出しています。南アのエレガントさをぜひ
体感してみてください！

109207688

アルザスの作り手が南アに魅せられて造るシャルドネ！
ジュリアン・スカール 
エヴィデンス シャルドネ 2015

3,800 円（税抜）

限定36本！
赤白共に各

①NZワイン業界のレジェンド！異質のソーヴィニヨン！
②バイヤーが今最もおすすめするピノ・ノワール！
①ラブブロック マールボロ・ソーヴィニヨン・ブラン 2017
②ラブブロック セントラル・オタゴ ピノ・ノワール 2014

①109208510  ②109208009

①NZワイン業界の英雄とも言えるキム・クロフォードの新たなワイナリー。自然
なマロラクティック発酵でリンゴ酸が乳酸に変わり、まろやかな口当たり。典型
的なＮＺソーヴィニヨンとは異なり、質感と芳醇な香りが特徴の食中酒です。

②このピノはミネラル感と微かなハーブのニュアンス、NZらしい果実味も兼ね備えている、逸脱した
味わいのワインです！セントラル・オタゴの独特のテロワールが味わえます！

① ② ニュージーランド/①白・②赤

3,980 円（税抜）通常価格 4,300 円 →

オーストラリア/赤

オーストラリア国内でエレガントなワインを生み出す産地クレア・ヴァレー！そ
こで伝統的な醸造で濃すぎず、エレガントで妖艶なフランスワイン好きにもお
勧めの生産者キリカヌーン！2016年は近年のオーストラリアの中でも温暖な
年となり、グラマラスでありながらバランスに優れたヴィンテージ！完熟した黒
系果実に、八角やアニスなどのスパイス感、口に含むとどこまでも広がる味
わいは、豪州を代表するバイヤー
お勧めシラーズ！

109103546

標高の高いクレア・ヴァレーで作る妖艶で感動的なシラーズ！
キリカヌーン クレア・ヴァレー
キラーマンズ・ラン・シラーズ 2016

2,680 円（税抜）通常価格 2,800 円 →

2,900 円（税抜）① 3,900 円（税抜）②

期間限定
価格

②通常価格 3,300 円 →3,000 円（税抜）①通常価格 2,600 円 →2,400 円（税抜）

2,680 円（税抜）通常価格 2,800 円 →

数量限定



美味しい食品とチーズ揃ってます！美味しい食品とチーズ揃ってます！
レンジで1分チンするだけで
本格タパスが完成！
エスプーニャ タパス 
①スパイシー・チョリソー 
②グリルポーク・ハーブ風味 
③グリルポーク・パプリカ風味

胡麻油、唐辛子、桂皮、山椒、八角、
生姜、葱。ごまらぁ油には7種類もの
素材がギッシリと入っています。「辛
くて旨いラー油を作ろう！」と挑み苦
節7年、辛さの中にも香り、コク、旨味
が味わえる、本当に旨い胡麻らぁ油、
開発するまでに長い時間をかけた、
メーカー自信作です。化学調味料、着
色料、保存料すべて無添加、手作業
で丁寧に造られています。餃子や焼
売の漬けだれにはもちろん、サラダ
やピザなど様々なお料理にお使い頂
けます。「最強のらぁ油！」というほど
の熱狂的ファンも。仕上げに使う一
滴で、素材やお料理の美味しさが
グッと引き立つこと間違いなし！

電子レンジで約1分温めるだけで、簡単にスペイン・バル風の
タパス（小皿料理）が楽しめる、美味しい優れものが新登場！①
こちらはパプリカを使用したちょっぴり辛めでスパイシーなス
ペインらしいミニ・ソーセージです。②は豚肉をミンチ状にして
串に刺したスペイン版のつくねをハーブで風味付けしました。
③は豚肉をミンチ状にして串に刺したスペイン版のつくねをパ
プリカで風味付けしました。どれもビールやワイン、スパークリ
ングにぴったり！

260g 1,292 円（税抜）

80g 各600 円（税抜） 100gあたり 918 円（税抜） 125g 1,800 円（税抜）

①304100164 ②304100165 ③304100166 スペイン

お花見やパーテイーに
あったらうれしい！
ドライフルーツアソート
フレッシュ＆フレッシュ
ドライフルーツアソート
ワインやスパークリングワインに欠かせな
いドライフルーツの詰め合わせ。イチジク、
クランベリー、キウイ、マンゴー、ストロベ
リー、リンゴの6種類が入ったアソートタイ
プがうれしいですね。パーティーやお花見
の手土産に迷ったら、オススメです！

お待たせしましたあの伝説の缶詰が復活です！
AMANDA ①キッパーヘリング 
②ペッパードマッケレル
①北欧ではニシン（ヘリング）は、酢漬けや燻製オイル漬けなどに
して日常的に食べられています。そのニシンを燻製にしてオイル
漬けにしました。そのままでも美味しくいただけますが、パスタな
どの具材としてもお使いいただけます。②マッケレルとはサバの
こと。サバもまた、北欧では人気の魚です。これを燻製にしてオイ
ル漬けにしました。アクセントにブラックペッパーを添えてありま
す。マヨネーズとあえてディップにすると最高に旨い！サンドイッ
チの具材としてもGOOD!

①304100170 ②304100171 デンマーク

冷蔵品

人気のゴーダチーズ“ベームスター”
シリーズから満を持して新登場！
ベームスター
ロイヤルグランクリュ
12ヶ月熟成
ベームスターを12ヶ月熟成させたロイヤルグラン
クリュは、長期熟成ならではのアミノ酸の旨みと
食感が楽しめ、芳醇な香りの中に凝縮されたミル
クのコクと滋味深い味わいが広がります。2017
年「World Cheese Award」で最高位のスー
パーゴールドメダルを受賞した、世界が認めた美
味しさです。果実味のある赤ワインと一緒にお楽
しみください♪

301000861 オランダ 冷蔵品

コルシカ島の春の情景が
浮かんでくるよう…たくさんの
ハーブをまとった羊乳チーズ
フルール・ド・マキ
日本語に訳す
と「灌木に咲く
花」という意
味の“フルー
ル・ド・マキ”は
ローズマリー、
サリエットなど
のハーブをま
とった姿で、ま
さに色とりど
りのハーブが
生い茂るコルシカ島の春の景色を彷彿とさせま
す。野性味あふれるハーブと羊乳チーズ特有のコ
クとのマリアージュが素晴らしいチーズ。春から
初夏にかけて羊の乳質の良い時期ですので、旬
の味わいをぜひご賞味ください。

307002271 フランス/コルシカ島 冷蔵品

ただ辛いだけでは無い！
香り、コク、旨味がぎっしり！！
山田製油 ごまらぁ油

304009978304009187 日本

750mℓ 1,025 円（税抜）

ヨーロッパの至宝！
プレミアムミネラルウォーター！
シャテルドン
フランス王、ルイ14世に愛され、「太陽の水」
と呼ばれるほど名高い、プレミアムミネラル
ウォーターです。源泉はフランス中部、緑あふ
れるオーヴェルニュ地方で年
間約100万ℓの限られた採
水量のため、希少価値も高
くなっています。高硬度であ
りながら、優美で繊細な泡の
柔らかい口当たりと清涼感
のバランスが、独特の洗練
された味わいを産んでいま
す。また、カルシウムやマグ
ネシウムなどのミネラルも豊
富に含み、体に不足しがちな
成分をおぎなうことができま
す。限られた生産ゆえ日本に
輸出されるのは今回が初め
て。究極のプレミアムウォー
ターと言っても過言ではあり
ません！ 140g

各480 円（税抜）170g 各400 円（税抜）

190g 各640 円（税抜）

307001777 フランス フランス

わずか７ヶ月で10万缶売れた、
おしゃれで美味しいサバの缶詰！
CABA缶 ①プレーン ②レモンバジル
③パプリカチリ
CABA缶 ①プレーン ②レモンバジル
③パプリカチリ
鮮やかなパッケージ
が目を惹く缶の中
は、三陸産の美味し
いサバのオリーブオ
イル漬け！震災後の
復興支援で開発され
その美味しさが評判
を呼び、なんとわずか
7か月で10万缶売れ
たという味もお墨付
きの逸品です！①プ
レーン・国産のサバを
シンプルにオリーブ
オイルに着けました。サバそのものの美味しさが味わえます。
②レモンバジル味・缶を開けた瞬間バジルの香りがしっかり、
爽やかなレモンがアクセント。缶汁は捨てずにアヒージョにぜ
ひお使いください。③パプリカチリ・ピリ辛で濃厚、ほんのりと
した甘みが食欲をそそります。いずれもパスタの具やバケット
に乗せて食べたりと、様々な楽しみ方でお召しあがりいただけ
ます！

①304100120 ②304100121 ③304100122 日本

ノルマンディの発酵バターや小麦に拘った
伝統と洗練されたお味をお楽しみください
Abbaya ノルマンディ
①バタークッキー
②チョコチップクッキー

Abbaya ノルマンディ
①バタークッキー
②チョコチップクッキー
1964年創業のAbbayaのクッキーです。当時のパリ
の人々がこぞってノルマンディにバカンスにやってき
た６０年代に特産のイズニーAOP発酵バターの味わ
いを生かしたお菓子を次々に発表し、今ではノルマン
ディーサブレを代表する存在となっています。バター
だけでなく、小麦粉やミルクも、地元ノルマンディーの
選り抜きを使用しており、自然の恵みと誠実な手仕事
の恵みを堪能できる伝統のバタークッキーです。可愛
いいデザインなのでちょっとしたお手土産にもいかが
でしょうか？

①304009654 ②304009655

60g 560 円（税抜）

①

②
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6脚で10%OFF 2脚で10%OFF

1脚 600 円（税抜）

2脚で1,080 円（税抜）1脚 800 円（税抜）　6脚で 4,320 円（税抜）

容量：450mℓ
生産国：台湾

①500 円（税抜）　②800 円（税抜）

3,200 円（税抜） 5,500 円（税抜） 650 円（税抜）

注目の雑貨グッズのご案内！注目の雑貨グッズのご案内！

フランス402003396①1本用407000732 ②2本用407000733

トランクに入れる時にも便利な
簡易バブルバッグ

ここ数年の密
かなヒット商品！
衝撃からボトル
を守ってくれる
よう内側にバ
ブルがついて
いるワインバッ
グです。旅行等
ワインを持ち運
ぶ時におすす
め！ワイン用の
エコバッグとし
て持ち歩くのに
も便利ですね。

Bottle Bubble
①1本用 ②2本用

402003432

新登場!待望のマグナムボトル用
クーラーバッグ！

ありそうでなかっ
た!!?マグナムシャ
ンパン用クーラー
バッグが初入荷！日
本でも最近発売さ
れ始めた新作で
す。メーカーは現在
世界のトップラン
ナーである“プル
テックス”から登場
です。事前に冷凍
庫で1晩冷やし翌
日使用可能！最近
はマグナムボトル
の需要が多くお問
い合わせも増えて
います。ＰＡＲＴＹや
ＢＢＱにも活躍して
くれそう♪

プルテックス
マグナムボトル用クーラーバッグ

①403002384 ②403001999 ③403002000 ④403002036

おしゃれでエコな使い捨てのお皿。大勢のパーティーに映えます！

デザインの美しさと機能性、更にエコロジーと3拍子揃った
こちらのお皿は、国内外からの評価も高くイベントやパー
ティにご利用されております。アクセントになっている波
打った持ち手に手がすっと入り、使い捨てのお皿ですが見
た目以上にしっかりとして立食スタイルでも安心です。植物

性で堆肥として土に還ります。

wasara
①角皿特大6枚入り
②角皿(大)6枚入り
③角皿(中)6枚入り
④角皿(小)12枚入り

403001806

割れないグラスの
トライタンステムレス
2個お買い上げで10％OFF♪

衝撃に強いトライタンシリーズ。これから暖か
くなる季節にも出番」が増えること間違いな
しですね。シンプルな形は様々なシーンにご
利用いただけます。ふらりとお出かけのお供
に、パーティーに。ワインも美味しく気軽に飲

めちゃいます。食洗
機対応で片付けに
便利。最新の合成樹
脂技術で製造され
ており、安心してご
利用いただけます。

トライタンステムレス

日本404000217

お問い合わせも多いグラスタグが
オリジナル商品として登場しています！
オリジナルグラスタグ
ワインバーなどで見かけ
るグラスタグ！何のワイン
が入っているかを記入し
たり、自分のグラスがわか
るように名前を書き、切れ
目を利用してステムに
引っかけておく事ができま
す。是非ワイン会やパー
ティーの際にお役立てくだ
さい♪紙製20枚入り

日本①407001084 ②407001085

ロングセラーグラス専用スポンジ！
春のゴッシュセール実施中！
ゴッシュカップクリーン
①小 ②大
多くの飲食店にあ
るのがこちらのグ
ラススポンジ“ゴッ
シュ”柔らかいスポ
ンジは2つに分かれ
てあり、泡立ててお
きます。その間にグ
ラスを入れてくるっ
とグラスを回せば
表裏どちらも一緒
にスポンジで磨け
ます♪新生活キャンペーンとして嬉しい10%オフでご
用意しています♪

ポーランド407000643

スパイラルに立ち昇る泡が優美です
スパイラル
シャンパングラスセット
ウェディングやその他ギフトに人気のグラスセット。
ポーランドが誇るKROSNO社製。シャンパンをゆっく
り注ぐと、渦巻き＝スパイラルをつくり泡が勢いよくあ
がってきてとっても綺麗★特別な乾杯の時に使いた
いですね。

ロングセラー！ガンガン使える
シャンパングラス！
本当に800円には見えません！
レーマン オパール
シャンパングラス
当店の大人気シャンパーニュグラス“オ
パール”はシャンパーニュに本拠地を構
えるレーマン社が製造しています。少し
丸みを帯びたデザインが特徴的です。
1,000円以下とは思えない美しいシル
エットが自慢。もし割れてもこの値段だっ
たら…と買い替える方も多くいらっしゃ
います。ぜひ店頭でお持ち下さい！
46φ66M193H160cc

185×240×46mm 専用BOX入り２脚セット/250cc

①246×246mm 980 円（税抜）

②204×246mm 640 円（税抜）

③150×150mm 540 円（税抜）

④80×80mm     540 円（税抜）

①通常価格 389 円 →350 円（税抜）

②通常価格 550 円 →495 円（税抜）

熱い食品を載せる際はご注意ください。

※変形ボトル、大き目のスパークリングなどには対応していません。
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今欲しい、
スタッフオススメの
商品はコチラ！！

そば猪口を落ち着いた色味の化粧土で２度塗りして
その表面を一つ一つ手作業で細く模様を削り落とした
シリーズ。フリーハンドによる温かみのある栓のコントラ
ストがユニークです。フリーカップとしてスープやスイー
ツなど幅広くお使いいただけます♪

創業者のドン･マキシミアーノの名を冠
するエラスリス最高傑作の一つ。最上
のカベルネが生まれるアコンカグア・
ヴァレーの急斜面を使用、最高のテロ
ワールを持つ畑から生まれます。「最高
のエレガンス」を目指した丁寧な造りに
より、チェリー、カシス、バルサミコ、ビ
ターチョコレートの複雑な香り、ピュア
で伸びやかな酸と重厚なタンニンは、
正に王者のワイン。2004年に行われ
たブラインド大会で、ラフィットやラ
トゥール、マルゴーを抑えて見事優勝し
た世界的にも今、注目されている偉大
なる作り手の一人。

和食に合う生ハムをコンセプトとして開発された生ハム
なので名前は「お箸で食べる生ハム」に。
①まろやかな醤油風味で、お酒の肴として、大根やシソ、
チーズを巻いて食べても美味しいですよ。
②爽やかでインパクトのあるワサビ風味。お寿司感覚で
酢飯にのせるのもおススメの食べ方。
③ほんのりと香る酒粕の風味が印象的。お豆腐や水菜
とどうぞ。言うまでもなく、どれも日本酒や焼酎などの
和酒との相性は抜群です。もちろん、フォークで食べて
もオッケーです。

ピエール・フリックは1970年から有
機栽培を始め、1981年からビオディ
ナミ栽培を行う現在のアルザスにお
ける有機農法の先駆者としても有
名。その年の表現とブドウの純粋さを
ワインにとじこめることを信念とし、そ
の味わいはピュアで純粋に品種の個
性を楽しむことができます。このリー
スリングはしっかりと辛口でキレがあ
り、ミネラル感に富んだ味わいが魅力
的です。珍しい王冠のボトル、綺麗で
フレッシュなアルザスワインが飲みた
い方にオススメです！店長オススメの
自然派リースリング！

シチリアの自然派生産者のアレッ
サンドロ・ヴィオラ。ネロ・ダーヴォラ
にシラーと、ネレッロ・マスカレーゼ
を少量ブレンド。バルサミコやクラ
ンベリーの香りと、ナチュラルワイ
ンらしい繊細で緩みのない質感。
新鮮なベリーを絞ったような酸味
と旨みが共存。500リットルの栗の
樽で6ヶ月間の熟成。無清澄＆無濾
過。So2完全無添加。透明感すら
感じるしなやかで自然な旨みをお
楽しみいただけます。エチケットには生産者の愛犬”フ
フ”が描かれています。（ネロ・ダーヴォラ60％/シラー
30％/ネレッロ・マスカレーゼ10％）

近年注目度が上がる〝テキーラ〟〝シングルモルト〟〝コ
ニャック〟の蒸留酒用のグラスが持ち手の無いステムレ
スグラスになりました。それも3脚セットですのでお酒に
より使い分けできます。
バーのマスターやハード
リカー好きへのプレゼン
トにもオススメ！

ニュージランドはソーヴィニヨン・ブラン
という図式を作った伝説のクラウディ・
ベイ。1985年の設立から、チーフワイ
ンメーカーだったケヴィン・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。前職時代に比べ
て生産規模も小さい分だけ、より拘り
あの造りを行っています。フレシュだけ
でなく奥行きがあるのは、やはり実力の
差。ニュージーランドのソーヴィニヨン・
ブランを世界基準にまで高めた作り手
のソーヴィニヨンを飲まずして、ニュー
ジーランドは語れない、極上の1本！

あのロマネ・コンティを所有する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。
DRC社退社後、ヴォーヌ・ロマネ村の
隣村コンクールにある父のドメーヌに
戻り2008年正式にドメーヌを継承。
2.26haのモノポール(単独所有)畑に
して、ヴォーヌ・ロマネ一級[ Le s 
Beaux Monts (Hauts)] から北西
方向に斜面を上がり、雑木林の一角
を超えてすぐのところにある自慢の
畑。「栽培も醸造も、除梗率や新樽率
などを除いて、基本的にはDRCで
やってきた事をそのまま行う。」という
彼のワインは、超秘蔵の1本です。

6,000 円（税抜）

40g 各400 円（税抜） 各1,200 円（税抜）

冷蔵品

日本初入荷

新入荷

NEW

季節限定商品

3,600 円（税抜）

4,700 円（税抜）

3,500 円（税抜）

フランス/赤109200206 イタリア/赤109208082

フランス/白109208277
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通常価格 4,200 円 →3,300 円（税抜）

ヴァンサン・ルグー 
ブルゴーニュ・オート・コート・
ド・ニュイ レ・ボー・モン・リュソ 
2015

元DRCの栽培家が仕込む、
5000円台で最高のブルゴーニュ！

109101086

グレイワッキ　　
ソーヴィニヨン・ブラン 2017

クラウディ・ベイの名を伝説とした男の
新たな挑戦!

ニュージーランド/白

ニュージーランドのファッションブラン
ド「Zambesi]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、既に権
威ある品評会で2年連続オブザイヤー
に輝くなど、数々の栄誉に輝いていま
す。ワイナリーのトップキュヴェである
ミッシェルズ、新たにピノ・グリが登場し
ました。極少量しか作られない特別な
キュヴェです！ゴージャスで驚くほど風
味な豊かなワイン。強い柑橘系とスパ
イス、バランスのとれたクリスタルジン
ジャーのような親しみやすさと爽快感
が味わえます！

通常価格 3,500 円 →3,300 円（税抜）

109208474

インヴィーヴォ
ミッシェルズ・ピノ・グリ

あのインヴィーヴォから
新作のトップキュヴェ！

ニュージーランド/白

109208359

エラスリス
ドン・マキシミアーノ 2015

世界的に大注目！
エラスリスの最高傑作！

チリ/赤

402003436

リーデルオー
スピリッツセット(3個入り)

あのリーデルが贈る…
近年注目度の高い蒸留酒向けの
スペシャルなセット！

赤ワインで人気のぶどう、メル
ローと甘酸っぱいカシスを
ダークチョコレートで包み込ん
だ味わい深さが魅力です。お
やつはもちろん、赤ワインとも
相性がよいので、一緒に楽し
んでいただけます。ついつい
手がとまらなくなる大人が楽
しむ大人のための贅沢チョコ
レートです

307002409

BROOKSIDE 
ダークチョコ メルロー＆カシス

スタッフ人気抜群！！
赤ワインと一緒に楽しみたいチョコレート

カナダ

アレッサンドロ・ヴィオラ
ノート・ディ・ロッソ 2017

So2無添加！シチリアなのに
より繊細でエレガント！

ピエール・フリック　
リースリング・ビール 2017

密封王冠のナチュラル・リースリングが
入荷！!

①304100172 ②304100173 ③304100174

お箸で食べる生ハム
①醤油風味 ②わさび風味
③酒粕風味

お箸で食べる生ハム
①醤油風味 ②わさび風味
③酒粕風味

日本酒や焼酎、ビールなどと
相性抜群の生ハム！

日本

①407001744 ②407001746 ③407001747

美濃焼フリーカップ
①リーフブラック 
②ヴェインブルー
③ストライプホワイト

美濃焼フリーカップ
①リーフブラック 
②ヴェインブルー
③ストライプホワイト

こんな美濃焼の器でワインも楽しんでみるのも
お洒落かもしれませんよ！

日本

① ② ③

① ② ③

②

10,000 円（税抜）

210g 698 円（税抜）


