
限定

6本

ラングドック地方三大生産者のひとりでありフランス最高峰のワインをリリー
スするマルレーヌ・ソリア女史がサン・パゴワール村のテロワールを見事に表
現したワイン。世界中からオファーが殺到しフランス国内でも手に入らない幻
の１本。クロ・デ・シスト共に双璧を成す代表作。僅か25hl/haという超低収量
の葡萄を使用した、年間僅か２５００ケースしかリリースされない蔵元を代表す
る幻のキュヴェ！
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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
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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

4/27(土) 13：00～18：00
シャンパーニュ最高の年号2008年比較試飲！第一弾！
ゴールデンウィーク最初の試飲は華やかにシャンパーニュ！1990年、1996年、
2002年と並び最高の年号となった2008年のシャンパーニュを5杯セット3,000円
にてご用意いたします！小さなレコルタン・マニピュランから大手メゾンまで、この日
の為に溜めておいた美味しいシャンパーニュをご用意します！(店長・沼田)　
4/28(日) 13：00～18：00
ジャックセロス“イニシャル”とお弟子さん試飲会！ 5杯セットで6,000円！
もはや伝説の生産者ジャックセロスの“イニシャル”とユリス･コラン,プレヴォー、ヴェッ
ト・エ･ソルヴェが集結！至極の4生産者5種類のシャンパーニュ。同じキュヴェのヴィン
テージ違いも含むので生産者やヴィンテージの比較にもおすすめです。このお値段で
は破格のラインナップです…。世界中を席巻するシャンパーニュ生産者をお見逃しなく！　
4/29(月) 13：00～18：00
ワインスペクテイターTOP100 of 2018で第1位獲得！
サッシカイア2015年ヴィンテージ試飲！
元祖スーパータスカンとして30年以上にも渡り圧倒的な存在感を放ち続ける「イタリアワイン
の至宝」サッシカイア。2015年ヴィンテージは、ワイン・アドヴォケイト誌にて97点、さらにワイ
ン・スペクテイター誌でも97点を獲得し、同誌において見事「ワイン・オブ・ザ・イヤー」のトップ
100ワインの中で第1位を獲得しました。2015年のサッシカイア、セカンドラベルのグイダル
ベルト、第3のワインであるレ・ディフェーゼの3種類すべて2015年で比較試飲いたします。　
4/30(火) 13：00～18：00
カリフォルニアの神ヴィンテージ２００７年を楽しむ！！
１９９４年のビックヴィンテージに続く、カリフォルニア好きならぜひ飲んでおきたい最
高の年号！今回はリッジﾞ、カレラ、フロッグス・リープとスター揃いのＧＷスペシャル
試飲！！１０年熟成の頃合いも気になるところ、、詳しくはHPにて！　
5/1(水) 13：00～18：00
カリフォルニア・ナカイ・ヴィンヤード&
世界のワインコンサルタントYuki Saito来店試飲
遂にナカイ・ヴィンヤード初来店！今回は中井章恵（あきよし）氏の奥様、貴子さんをお迎え
しての特別な試飲会。初春から収穫期まで、カリフォルニアで過ごす貴子さんのお話と、
珠玉のワインで乾杯しましょう！そして、今回はスペシャルゲストとして日米を代表するワ
インコンサルタントYuki Saitoさんが来店します。現在カリフォルニアに住みマスター・オ
ブ・ワイン取得を目指しているまさにトッププロ。Yukiさんのお話を間近で聴ける、こんな
チャンスは二度とないのでは！とスタッフが興奮している企画です！当日はYukiさんが初
めて監修したShall We Wine?もお試しいいただけますので、是非ご来店ください！　
5/2(木) 13：00～18：00
山梨のナチュラルワイン、ドメーヌ・ポンコツ試飲！
3月に入荷して寝かせておいたドメーヌ・ポンコツ。ペイザナ農事組合法人でワイン
造りを行う松岡数人氏が仕込むナチュラルな国産ワインです。どれも6本～12本し
か入荷が無く、この日ご予約いただいた方のみ、早い物勝ちでお一人様1本購入で
きるようにしようと考えています！同じペイザナ農事組合法人のドメーヌ・オヤマダの
BOW!紅白と合わせて5杯セット2,000円にて試飲していただけます！　
5/3(金) 13：00～18：00
店長厳選！世界のオレンジワイン試飲！！ 近年流行のオレンジ(アン
バー)ワイン。白ブドウを赤ワインと同じく皮や種ごと発酵させる製法で醸造された
“白”ワインの事ですが、程よいタンニンを纏っており、ここ10年間で日本でも定着し
てきました。今回は代表的なイタリアに、オーストリアやフランス、そして世界最古の
ワイン産地ジョージアなども含め、5杯セットにてご用意します！どれも本気のオレン
ジワイン、この機会に是非。(店長・沼田)　
5/4(土) 13：00～18：00
大人気企画！ルーシーマルゴーを含むナチュラルワイン試飲！
冬にも大人気だったこの企画、春を迎えてさらにパワーアップ！オーストラリアの人気
生産者を集めました。日本入荷数も少ないワインを存分にお楽しみいただけます。も
ちろん今回もその場でご購入いただけます！ 8～10杯のセットで3.000円。　
5/5(日) 13：00～18：00
新緑のブルゴーニュ特集！ オール村名試飲会！ ブルゴーニュファ
ンの皆様お待たせいたしました！ブルゴーニュの人気生産者の村名ワインを選びました！ジュ
ヴレ･シャンべルタン、ヴォーヌ・ロマネなどの銘醸地かつ良年ヴィンテージを中心に揃えた
ファンなら参加したくなるようなラインナップを揃えます！別途有料試飲でグラン・クリュも！？　
5/6(月) 13：00～18：00
イタリア・トスカーナの自然派！マッサ・ヴェッキア比較試飲！
トスカーナ州南端グロッセート県のほぼ中央に位置するマッサ・マリティマにある家
族経営のワイナリー。わずか3haの畑からイタリア特有の土着品種を中心に栽培。
土壌やブドウの特性をより自然な形でワインに表現するため、化学肥料を使わない
有機農法を実践。野生酵母のみを使用し、木製の開放醗酵槽でのマセレーションと
醗酵。自然のままにブドウ本来の味わいを表現しているナチュラルワインです。

ゴールデンウィーク期間中はいつもとは違うスペシャルな
有料試飲を行っています！ 詳しくはHP/facebook/お電話にて！！

ゴールデンウィークに
美味しいワインを♪

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

ドメーヌ・ペイル・ローズ
クロ・シラー・レオン ２００６
ドメーヌ・ペイル・ローズ
クロ・シラー・レオン ２００６
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フランス/赤109205207

これぞ世界のシラーの最高峰の一つ！

● 

時に「バローロのロマネ・コンティ」とも称されるイタリアの偉大なワイン生産
者がブルーノ・ジャコーザ。このファレットはセッラルンガ・ダルバ村の標高
300mに位置するブルーノ・ジャコーザの自社畑。バローロの持つ厳格な凝
縮感を持ちながら、土壌が含んでいるミネラル分と、全体を引き締める張り詰
めた酸をしっかりと感じるエレガントなバローロです。<ワインスペクテイター
94点><ワインアドヴォケイト93点>（ブドウ品種：ネッビオーロ100％）

ブルーノ・ジャコーザ
バローロ D.O.C.G. ファレット 2012
ブルーノ・ジャコーザ
バローロ D.O.C.G. ファレット 2012

イタリア/赤109208815

うっとりするほど凛とした
フィネスを感じるブルーノ・ジャコーザのファレット！

    

今や、全米No1のメルローの造り手として名高いダックホーン。1976年設立
後間もない頃から「メルロー＝ダックホーン」と名を刻む伝説的な生産者。全
米のみならず世界的にも極上のメルローと言えば、必ず出てくる生産者。「柔
らかさ、魅惑的な色、澱みない質感」メルローという品種の最大限の表情を引
き出すことのできるダックホーン。今回は1996年という約20年瓶内熟成を
経たワインが入荷しました。驚くべきことに未だ枯れていないワインのポテン
シャルは極上の一本と呼ぶにふさわしいです。限定12本のみ入荷。

ダックホーン・メルロー
ナパ・ヴァレー 1996
ダックホーン・メルロー
ナパ・ヴァレー 1996

アメリカ109208190

メルローのビッグネーム！ 希少な1996ヴィンテージ！

    

通常価格 35,000 円 →28,000 円（税抜）

通常価格 20,000 円 →17,500 円（税抜）

通常価格 15,000 円 →12,800 円（税抜）

1



期間限定

期間限定価格

78Ｍ190Ｈ340cc／耐熱温度70℃

『神の雫』に登場した究極クレマン！ミシュラン3つ星レストランにオンリスト！ク
リュール家は、コルマール市近郊のカッツェンタル村に17世紀から続くぶどう栽
培家で、2004年からビオディナミにて栽培する自然派生産者。代々クリュール
家が住んできた、この「カッツェンタル」（＝猫峡谷）という村をアピールする為、ラ
ベルに猫を採用。招き猫は日本限定の1本。お祝い事にも相応しく、猫好きには
堪らないスパークリングワイン！この黄緑色の猫ラベルは酸化防止剤無添加の
泡！自然派ワイン好きの方にも喜ばれる人気の1本です！

クレマン・クリュール クレマン・ダルザス
キュヴェ・マネキネコ サン・スフル N.V

猫のラベルで人気のクレマン・クリュールから
サン・スフル（酸化防止剤無添加）登場！
猫のラベルで人気のクレマン・クリュールから
サン・スフル（酸化防止剤無添加）登場！

109208660 フランス/泡

ドメーヌ・デ・サンク・オテルのリンゴ畑はVal ès Dunesの戦場の近くに
あり、カーンから南に20キロ離れ場所に位置しています。1984年にこの
地にドメーヌを設立し、既に存在していた果樹園に追加する形で、りんご
の木を9ha植樹。果樹園は、ジュラ紀の地層に重なる平均80センチほど
の厚みからなる軽度の粘土石灰質土壌（粘土16％）の上にあり、有機栽
培で15種類のリンゴを育てています。このシードルは10種類のリンゴを
ブレンドして瓶内醗酵で造るシードル。程よく辛く、フレッシュなリンゴの
華やかさが魅力的です♪

ドメーヌ・デ・サンク・オテル 
シードル ブリュット N.V

白カビチーズと焼いたリンゴで合わせたい♪綺麗なシードルです！白カビチーズと焼いたリンゴで合わせたい♪綺麗なシードルです！
109207656 フランス/泡白

3,800 円（税抜）

タラモンティは2001年にアブルッツォ州に設立された新興ワイナリー。畑
は、標高300mの小高い丘に位置し、水はけの良い区画のみを選定してブド
ウを栽培。全て手摘みで収穫し、丁寧に選定された良質な果実のみを原料と
しています。もちろん自社畑収穫のブドウを100%使用。土着品種のペコ
リーノ種を用いたこの白ワインは輝かしい麦わら色、軽い花のブーケ。熟し
たナシやリンゴのフレーバーが楽しめる、蔵元を代表する白ワインです。ペコ
リーノはマルケ州とアブルッツォ州で栽培されている白ブドウ。酸が堅固な
力強いワインとなる品種です。

タラモンティ コッリーネ・
ペスカレシ I.G.P. トラボケット 2017

アブルッツォ州で造られる独特な辛口ワイン！アブルッツォ州で造られる独特な辛口ワイン！
100101160 イタリア/白

リッチな水牛乳らしい豊かな深いコクはあり
ながら、穏やかで上品で後味は爽やかな味
わい。表皮は繊細で美しい白カビに覆われ、
中はムチムチと弾力があります。水牛乳を
使ったチーズとしては珍しい白カビタイプ。
バランスのよい逸品です。スパークリングワ
インやフルーティーな白ワインと合わせてお
召し上がりください♪

カマンベールブーファラ

304100094 イタリア

コート・デ・ブラン地区の特級村アヴィーズの中心に本拠地を置く
家族経営のRM。アヴィーズの特徴でもある繊細なチョーク質の土
壌には、この地でしか発見できない古代生物の化石もあり、ド・スー
ザのモニュメントにもなっています。ビオディナミ栽培によって地面
から深く入り込んだ根からは多くのミネラル感とフレッシュさをワ
インに与えてくれます。平均樹齢45年の古樹のブドウを使用した
このロゼは3年落ちの樽で熟成されたピノ・ノワールをブレンド。デ
ゴルジュマンが2014年という、長い瓶内熟成を経た素晴らしい1
本です！

ド・スーザ ブリュット ロゼ N.V
デゴルジュマンが2014年！長期瓶内熟成を経た旨いロゼ！デゴルジュマンが2014年！長期瓶内熟成を経た旨いロゼ！

109103308 フランス/ロゼ泡

1,900 円（税抜）

通常価格 8,800 円 →7,800 円（税抜）

通常価格 1,800 円 →1,600 円（税抜）

通常価格 3,200 円 →3,000 円（税抜）

2007年に南オーストラリア州のバスケット・レンジにてブ
レンダン＆カースティ夫妻によって設立されたワイナリー。
人為的介入を最小限に抑えたワイン作りでSO2を最小限
にとどめながら、しっかりと綺麗なワインを産み出していま
す。ロゼの為に作られたブラン・ド・ノワール（ピノ）に上級
ワインのゴーワーのピノをブレンドして作る素晴らしいロ
ゼ！しっかりと野生発酵し、4ヶ月熟成後にステンタンクに
移し、瓶詰め。野イチゴのアロマや紅茶のような艶やかな
香りが美しいロゼ！2018年はうっとりするほど色気のある
液体です。

ＢＫワインズ ピノ・ノワール・ロゼ 2018
2018は過去最高の出来！アールグレイ
のような気品溢れる香りにノックアウト!
2018は過去最高の出来！アールグレイ
のような気品溢れる香りにノックアウト!

109208790 オーストラリア/ロゼ

①1996年現オーナーのパディが設立しました。元々はアンガス牛と羊の農場を
経営していましたが、ワイララパの「ワイン産地」としてのポテンシャルをいち早く
見抜き一念発起。「食」に関わってきた5世代続く家族経営ワイナリー。生産量の
90%が輸出され、世界的評価も高いです。ライチやスグリの実を想わせる華やか
なアロマに締まった酸が同居するソーヴィニヨン・ブランのお手本。
②人の手によって攪拌を行い、フィルタリングも軽い自然な造り、黒い果実の芯
のある香りは高級ワインそのもの、このお値段でこのクオリティはなかなか存在
しません。お勧めです。

パディ・ボースウィック ペーパー・ロード
①ソーヴィニヨン・ブラン 2017②ピノ・ノワール2017

①ワイララパの個性が光る日本初入荷のワイナリー！
②試飲して即入荷した絶品ＮＺピノ・ノワール！
①ワイララパの個性が光る日本初入荷のワイナリー！
②試飲して即入荷した絶品ＮＺピノ・ノワール！

①109208248 ②109208825 ニュージーランド/①白②赤

①通常価格 2,300 円 →2,200 円（税抜） ②通常価格 2,800 円 →2,680 円（税抜）

80g 1,045 円（税抜）

660 円（税抜）1,400 円（税抜）

78g 各1,320 円（税抜）

①304010004 ②304010005 ③304010006

アメリカから初上陸のジャーキーの登場です！
今回はキンジャーキーレモンペッパー、ポーク
ジャーキーガーリックハラペーニョ、ターキー
ジャーキーチリバジルの３色のお味をご用意しました！一つ一つが大ぶりなジャーキーはさすがアメリカ
サイズといった感じです。ソフトな噛み心地なので食べ疲れないおいしさです。バーベキューやピクニック
など外でお酒を飲むときにピッタリですよ！特にガーリックハラペーニョは酒泥棒な美味しさでした（笑）
パッケージもカラフルでおしゃれなので差し入れなどにもご活用ください！

フュージョン・ジャーキー 
①チキンジャーキー レモンペッパー
②ターキージャーキー チリバジル
③ポークジャーキー ガーリックハラペーニョ

どの味がお好み？日本初上陸なポップなジャーキー！どの味がお好み？日本初上陸なポップなジャーキー！スパークリングワインと相性抜群！
ちょっと珍しい“水牛乳製”のカマンベールです！
スパークリングワインと相性抜群！
ちょっと珍しい“水牛乳製”のカマンベールです！

有りそうでなかった！ボウルと脚が分かれて専用
のケースに収納できるポータブルグラス!樹脂
でできているので壊れにくく、移動もラクラクコ
ンパクトに携帯できます！旅先やＢＢＱなど“ワイ
ングラスが無さそう…”な場所にぜひ持って行
った下さい！ワイナリー見学やワインイベントに
も◎！

ハイマウント
アウトドアワイングラス

402003441

アメリカ

アクティブなお客様にオススメ！
マグネットで脱着が可能なアウトドア・ワイングラス！

雑誌やSNS上でも、頻繁に見かけるようになってき
た“日本発のWASARA”環境問題への意識が高い
海外のレセプションやパーティーでの採用も多く、
捨てるにはもったいないくらいの佇まいの美しさが
人気です。料理を引き立てる生成りカラーは優しい
雰囲気があり、持ち手を考えたカーブも特徴的、新
商品含め是非店舗にてお手に取ってご覧いただき
たいアイテムです！耐久、耐油性有。

WASARA 小付け12個入

403002979

土に還るエコ素材でできた紙皿、
ＷＡＳＡＲＡの新商品！

冷蔵品

2

季節商品のご案内♪季節商品のご案内♪



30%OFF

通常価格 2,300 円 →1,900 円（税抜）通常価格 1,800 円 →1,200 円（税抜）

3,900 円（税抜）

500mℓ 1,780 円（税抜）

①2,800 円 →2,520円（税抜）

限定12本！ 24本限定入荷限定3本！

10～15%OFF

期間限定15%OFF

限定５００ケースのみ！
今は存在しない幻のデイリー赤！
限定５００ケースのみ！
今は存在しない幻のデイリー赤！

今は存在しない輸入元ザ・ヴァイン代表
「ジェームズ・ダンスタン」とドメーヌ・カッ
サンの「ジェラール・パイエ」、そしてコン
サルタント「ローラン・コルヌ」の3人の友
情が生み出したコラボレーションワイン。
ローヌ南部ヴァントゥーの標高２００mの
ブドウ畑から造られる日本限定５００ケー
スのみの幻のデイリーワイン。フレッシュ
さとしっかりとした果実感の残った素晴
らしい味わい。インポーターの消滅に伴
い、テラヴェールが引き取ったワインを特
別価格でご奉仕です！毎日飲みたいデイ
リー価格のワインとして重宝します♪

109202907

パパ・プロヴァンサル
ラ・キュヴェ ルージュ 2015

フランス/赤

100g 通常価格 630 円 → 535 円（税抜）

ワインクーラーセール開催中！ワインクーラーセール開催中！

パーティーに必須のワインクーラー！大型連休中
に大勢で集まる機会もあるのではないでしょう
か？ただ今お得なSALE期間中です、どうぞお見逃
しなく！定番のアクリル製やステンレス、本数、用途
に合わせて様々な種類をご用意しております。

①アクリルウェイブワインクーラー4～5本
②ヴィノゴンドラS 2本
③ワイン・オン・アイス 1本用

①402001984 ②402002899 ③402001906

見た目も使い心地も
本格的の割れないグラス！
見た目も使い心地も
本格的の割れないグラス！

一度使ったらやみつきに！柔軟性・
耐久性・がある割れないグラスで
す。トライタン レキシントングラスは
直線的なボールの形が特徴的で、
香りの膨らみが特徴的です。ピノノ
ワールやガメイにオススメです！

トライタン
レキシントングラス

403002693

304008168

イギリスの伝統的なハーブ飲料イギリスの伝統的なハーブ飲料

有機JASマーク承認を取得した、何世紀に渡りイギリスの
人々に親しまれているハーブ飲料です。水や炭酸などで7～
10倍に薄めてお召し上がりください。スパークリングワイン
と割ったりビールやジュース類で割っても楽しめます。欧州
ではホームパーティーの定番ソフトドリンクとして親しまれて
います。当店でもお酒の飲めない女性のお客様からのリ
ピートが多い定番商品です。

コーディアル
オーガニック・エルダーフラワー

イギリス日本304006807

焼いて食べると絶品！！くせになるチーズが期間限定15%OFF!焼いて食べると絶品！！くせになるチーズが期間限定15%OFF!

ひょうたん型がユニークに感じるカチョカヴァッロ。葦の葉でくくり、
長い棒に吊るして熟成させる様子が馬にまたがった姿に似ているこ
とから、カチョカヴァッロ（馬のチーズ）と呼ばれています。1～2cm
程度の輪切りにして表面に焦げ目がつくまでフライパンで焼くと、
中はトローリ外はカリッとでびっくりする美味しさ！！厚めに切るともっ
ちり感が増します。赤ワインはもちろん、ビールにもぴったりでこれ
からの季節にオススメのおつまみになります。お得なこの機会にぜ
ひお試しください♪

カチョカバロ プレーン

通常価格 2,400 円 →1,750 円（税抜）

①

②

③

ラングドックの綺麗なロゼ！
熟成感も魅力です♪
ラングドックの綺麗なロゼ！
熟成感も魅力です♪

ラングドック地方のモンペイルーに本拠
地を置き、フランスの「フィガロ」や「ル・ポ
ワン」でも取り上げられるほどの注目ド
メーヌ！代々ブドウ栽培農家であったが、
1989年に現オーナーのシルヴァン・ファ
ダ氏がおじいさんからドメーヌを引き継
いでワイン造りをスタート。ぶどうは有機
農法＋低収量で、果実味がありボリュー
ム豊か！このロゼはムールヴェードルを主
体にロゼを醸造する際にこの地方でよく
使われるサンソー、そしてスパイシーな
シラーをブレンド。力強さとフルーティー
な味わいが絶妙な1本！迷ったらコレ！

109208538

ドーピヤック ラングドック
ルゥ・マゼ・ロゼ 2012

フランス/ロゼ

ヴェネト州のシンプル・デイリーワイン
『ソアヴェ・クラッシコ』
ヴェネト州のシンプル・デイリーワイン
『ソアヴェ・クラッシコ』

1700年頃よりワイン生産を営むグエリ
エリ家とリッツァルディ家との婚姻を期
に創立。1977年にリッツァルディ家が
購入したソアーヴェ城近郊の丘に、この
ワインの葡萄園は有ります。爽やかな味
わいの中にも、しっかりしたミネラルや
樽香も感じられる本格派のソアーヴェ。
ブドウ品種のガルガーネガはギリシア系
の白ブドウで、上品な果実味を持つヴェ
ネト州を代表する品種です。

109205564

グエリエリ・リッツァルディ
ソアーヴェ D.O.P. クラッシコ
フェッラ 2014

イタリア/白

23,000 円（税抜）通常価格 9,000 円 →8,000 円（税抜）

限定3本 モンスターワインと
呼ばれるスペインの赤！
限定3本 モンスターワインと
呼ばれるスペインの赤！

豪州のワイナリーを何度もパーカーポ
イント100点へと導いた天才醸造家ク
リス・リングランドとフミーリャを代表
する生産者ミゲル・ヒル（フアン・ヒルの
オーナー兼醸造家）がタッグを組んで
造りあげた傑作！今やウニコ、ピングス
と並び、スペインの頂点に立つワイン
と言われるまでに。初ヴィンテージで
パーカーポイント96点を叩き出し、そ
の非凡なクオリティでスペインワイン
の新機軸を確立。フレンチオークのバ
リックで30ヶ月熟成（新樽100%)、モ
ナストレルの樹齢は60年以上。全く光
を通さない濃い紫色。滑らかな舌触り
で、深みのあるコクが口全体に広がり
ます。

109206486

エル・ニド 2016

スペイン/赤

世界のソムリエが大絶賛！
今年のモンキージャケットはパーフェクト！
世界のソムリエが大絶賛！
今年のモンキージャケットはパーフェクト！

今最も注目を浴びる生産者と言え
ば、「マイケル・クルーズ」。ウルトラマリ
ンは世界中のトップソムリエが欲しが
るスパークリングですが、このクルー
ズ・ワインはもう一つのブランド。非常
に洗練された複雑で個性のあるフ
レッシュなワイン造りをします。このモ
ンキー・ジャケットはヴァルディギエ主
体のブレンド・ワインを造ろうという思
いから始まりました。2016年はヴァ
ルディギエが24％だったのに対して、
2017年ヴィンテージは全体の42％
まで引き上げることができました。鮮
明なブドウの出来。ワインの味わいも
パーフェクト！

109208711

クルーズ･ワイン・カンパニー 
モンキー・ジャケット　
レッド・ブレンド ノース・コースト 2017

アメリカ/赤

フレスコバルディ・モンタルチーノの魂！フレスコバルディ・モンタルチーノの魂！

「カステルジョコンド」はモンタルチーノ
の地にてもっとも古くからブドウが栽培
されていた歴史のある畑。1989年にフ
レスコバルディ社がこの地を購入し、さ
らに質の高いサンジョベーゼを生み出
したことで、カステルジョコンドの名声
は揺るぎないものとなったのです。「侯
爵（マルケージ）」の名に恥じないイタリ
ア・トスカーナの名門中の名門が世に
送り出す究極のブルネッロです。〈ワイ
ンエンスージアスト96点〉〈ワインアド
ウォケイト93点〉〈ワインスペクテイ
ター93点〉（ブドウ品種：サンジョヴェー
ゼ100％）

109208696

フレスコバルディ ブルネッロ・
ディ・モンタルチーノ D.O.C.G.
カステルジョコンド 2013

イタリア/赤

通常価格 850 円 →595 円（税抜）

数量限定

通常価格
②2,500 円 →2,250円（税抜）
通常価格

①3,000 円 →2,700円（税抜）
通常価格

冷蔵品

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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サクラアワード2019“ゴールド”受賞ワイン！
シャトー ブレニャン 2014

イタリア/赤109208792 イタリア/赤

デンマークに続き、日本でもヒット商品になる予感！
ヴィニエティ・ザブ
イル・パッソ

109101637

4

コーディア社は1887年創立のボルドー大手のネゴシアン。多くのシャトーと提
携する、ボルドー最大規模の有力生産者です。中小規模のシャトーが仕込み、
コーディア社が独占契約販売をしているシャトーの内の一つがこのブレニャン。 
深い赤色で、フルーティな香りも楽しむ事が出来るフルボディの赤ワインです。
15ヵ月～17ヵ月熟成期間をおいているので、奥深く上品なタンニンを感じる事
が出来ます。世界でも珍しい女性だけによる国際ワインコンペティション“サク
ラアワード 2019”でゴールドを獲得した実力ある赤！

伝統派でもなく現代派でもない！
「バローロ＝ネッビオーロ」らしさの表現とは！？
G.D. ヴァイラ バローロ D.O.C.G. アルベ 2013
バローロ村の代表的造り手で、多くの醸造家がここで学んで独立。アルド氏は
多くの造り手から先生と慕 われる醸造家であり人格者。『リンゴジュースを飲
めばリンゴの味。他の味は必要ない。バローロを飲めばネッビオーロの味だ。樽
由来の甘み、タンニン、香は必要ない』との考えから、あくまでもネッビオーロの
美しさを表現。ステンレスタンクで発酵（葡萄の状態によってですが例年25日
程度のマセラシオン）。熟成は大樽で34ヶ月程度。
「alba」＝「日の出」（ブドウ品種：ネッビオーロ100％）

109102859 フランス/白

フランス/赤

フランス/赤

口に含んだ時の巨大なスケール感はとにかく圧巻！
マルセル・ダイス 
マンブール グラン・クリュ 201４

109208564 フランス/赤

超好立地！ ポイヤックの隠れた実力派シャトー！
シャトー・フォンバデ 2011

フランス/赤109103397

フランス/赤100101490

僅か0.78haのモノポール！ ポマールらしい力強いピノ・ノワール！
ドメーヌ・ユベール・ヴェルドロー 
ポマール・クロ・デュ・コロンビエ 2015
1994年ティエボー・ユベールにより設立。母親の旧姓であるヴェルドロー家
（～1974年葡萄農家）へのオマージュとしてドメーヌ名に命名。僅か0.78ha
程の小さな単独所有畑（樹齢42年以上）。ポマールの東側「Clos Beauder」
と、西側の「Clos de Verger」の異なる２カ所のテロワール。アリエ産の高級
樽で14ヶ月熟成（新樽25％）。ポマール村特有の力強さとエキゾチックなア
ロマ。大変希少な1本！

109103890 フランス/赤

ガブガブ飲める、デイリーで美味しい自然派ガメイ！
マルセル・ラピエール レザン・ゴーロワ 2017
「農薬、化学肥料、除草剤などは用いず、ピュアで純粋な果実のみを用いたワ
インを造り、人々に感動を与える。」という父の精神を引き継いだ奥様マリー
と息子のマチュ・ラピエールが仕込む究極のデイリー・スタイル赤ワイン。ガメ
イ種を100％使用した究極のデイリーワイン。ラベル通りジューシーで非常に
優しいチェリージュースのような味わい、飲み疲れしない究極の自然派デイ
リー・ワイン。本気で美味しいデイリー・ワインを探したければコレです。純粋
に旨い！！ 2,900 円（税抜）

109208664

コート・ドール中部のスペシャリストが仕込む赤！
マルタン・デュフール ブルゴーニュ ルージュ 2015
マルタン家はショレー・レ・ボーヌ村に長く続くヴィニュロンの家系で、ニュイ・サ
ン・ジョルジュ、ラドワ、アロッス・コルトン、ショレー・レ・ボーヌ、サヴィニー・レ・
ボーヌに畑を所有する、「コート・ドール中部」のスペシャリスト。このブルゴー
ニュ・ルージュはラドワ村内のACブルゴーニュ区画「レ・ムト」と、ショレー・レ・
ボーヌ村内のACブルゴーニュ区画「レ・テュ・ブフ」の2区画で合計0.53ha。樹
齢30～55年。収量は40hl/ha。ステンレスタンクで10ヵ月間熟成。ほとんど
が地元で消費されてしまう造り手の赤ワインです！

109205950

“世界のベスト１０”ラングドックのCH.ラフィットと呼ばれた１本！
マス・ド・ドマ・ガサック マス・ド・ドマ・ガサック 
ルージュ 2015
1970年設立。ラングドックの伝説の始まりを予感したエミール・ペイノー（50
年以上有名シャトーで活躍した天才コンサルタント）の協力により、ラングドッ
ク地方で最も偉大なワインをリリースしたマス・ド・ドマ・ガサック。ラ・ミッショ
ン・オーブリオンの苗木を使用し、リリースと同時に有名評論家から「ラング
ドック唯一のグラン・ヴァン」「ラングドックのラフィット」と評され世界中からオ
ファーが絶えない正真正銘グラン・ヴァンが新入荷。

7,500 円（税抜）

フランス/赤109200953

2017年のパタポンは最高の出来！自然派好き必飲！
ドメーヌ・ル・ブリゾー パタポン 2017
1988年からワイン造りを行い、自然派ワインを象徴する存在であった故クリ
スチャン・ショサール。2012年9月、惜しまれつつ他界しましたがその意思は奥
様のナタリーさんに引き継がれています。クリスチャンの代表作であったパタ
ポンが今年も新入荷。2017年は蔵元の最高区画であるモルティエの葡萄を
格下げし全てのピノ・ドニスを使用したスーパーパタポン！モルティエの葡萄が
使用される事で安定感が増した力作！ナチュラルワイン好きは必ず飲むべし！

ファルネーゼが全面的にバックアップするシチリアワイン。ネレッロ・マスカレー
ゼは、ピノ・ノワールに似たエレガントな個性を持っていますが、地元では色が
薄く糖度があがらないと言われていたため、アマローネと同じ「リパッソ」で造
ることに。シチリアの暑い太陽とアフリカからの風が、糖分を増加。艶やかな黒
紫色、スパイシーさやバルサミコを思わせる風味も。デンマークではなんと14
万本のビッグセールスを記録！日本でも2019年さくら
アワードダイアモンドトロフィー受賞。 2,000 円（税抜）

7,700 円（税抜）

2,900 円（税抜）

4,800 円（税抜）

14,400 円（税抜）

イタリア/赤

ブルネッロの核心に迫るロッソ・ディ・モンタルチーノ！
ウチェリエッラ
ロッソ・ディ・モンタルチーノ D.O.C. 2014

109102347

地元出身の醸造家アンドレア・コルトネージ氏が1986年にモンタルチーノの南、アパテ
地域にある2haの畑を受け継いだことから始まりました。現在、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ことで、しっかりとしたボディを持つワインに仕
上がります。ほとんどの生産者が、やや細身な印象のロッソが多い中、ウチェリエッラの
ロッソは果実味がしっかりと乗っておりどちらかというと滑らかで中心が見えるという印
象です。ラベルの上部「U」の文字のところにいる鳥がまた、、、 3,500 円（税抜）

2,500 円（税抜）

3,300 円（税抜）

通常価格 6,200 円 →

現代アルザスワインの頂点を極めるジャン・ミッシェル・ダイス。アルザスに初
めて「テロワール」の概念を持ち込んで大論争を巻き起こし、遂にはAOC法
の改正を成し遂げた信念の男。特級マンブールの畑は1.5ha。平均樹齢15
年の5種類のブドウを混植、混醸しています。石灰岩と泥炭土基盤で、マグネ
シウムが豊富な事、そしてこの畑は風が強いため、貴腐菌がつかないことも
特徴。まるで赤ワインのようなスケール感！！

5,800 円（税抜）

イタリア/赤109208723

サクラアワード2019“ダブルゴールド”受賞ワイン！
コルパツソ ネロ・ダヴォラ
テッレ・シチリアーネ I.G.P. バレル・セレクション 2017
日本のワイン業界で活躍する女性審査員560名が、ブラインド・テイスティングにより審査
し、出品ワイン全体の6％にのみ与えられるのが「ダブルゴールド」です。このワインはネロ・
ダヴォラ100％で、ブドウの一部には陰干ししたものを使用。それによって果実味が円やか
になり、深いコクも生み出します。ラベルはギリシャ神話に登場する豊穣とブドウ酒と酩酊の
神「ディオニソス」を敬い、夜通し踊る女性ダンサーが描かれています。薄い青と紫色の色彩
は、羊の皮を神として使っていたギリシャ時代に残された、ワイン
のシミの色を再現しています。（品種：ネロ・ダヴォラ100％） 1,700 円（税抜）

格付けはクリュ・ブルジョワ・シュペリエール。ポイヤック村に点在する三か所の畑
の位置がすごい！シャトー周辺の畑はあのラトゥールとピション・ラランドに隣接。村
の中心部に所有する畑はランシュ・バージュと隣接。北部の畑はムートン・ロートシ
ルトの畑に囲まれているのです。もちろんロケーションでけではなく、ワインの評価
も年々上昇中。2013年のメドック・ブルジョワ試飲会では235銘柄の中で最高評
価を受けました。2011年からはフランス大統領公邸のオフィシャルワインにも選
ばれました実力の持ち主です。



109208736 スペイン/赤

スペイン/泡109208735

ブドウ旨味を存分に引き出したエレガントなカヴァ！
ベリャ・コンチ ブルット・セレクシオン N.V.

日本初登場 ナバラのスペシャリストが手掛けるワイン！
カスティーリョ・デ・エネリス レセルバ 2012

スペイン各地の優良な小規模家族経営のワイナリーの輸出を手掛けていたハビ
エル氏が、世界に通用するエレガントでピュアなカヴァを生産したいと立ち上げた
ワイナリー。出来るだけ手を加えず、ブドウの旨味を引き出すことに力を注いでい
ます。収穫は手摘みで夜間に行う。ステンレスタンクで発酵、12か月以上瓶内熟
成。ドサージュは14g/L。フレッシュで輝きのあるゴールド、繊細な泡が心地よい
エレガントなカヴァ。丸みのある味わい、フルーティでトースト香のニュアンスも。
食前酒、サラダやお米料理、軽めの魚料理と相性よし。

カスティーリョ・デ・エネリスは2014年設立の新しいワイナリー。どのキュヴェも
料理に合わせやすく、今では、生産量の半分がEUやアメリカなど他国へ輸出さ
れています。収穫は全て手摘み。ステンレスタンクで発酵後、24か月の樽熟成
(フレンチオーク、アメリカンオーク、新樽35%)。その後、12か月瓶内熟成。深み
のあるチェリーレッド、熟した果実のアロマで赤系果実のほか、樽由来のキャラ
メル、焙煎香、チョコレートのニュアンスも感じます。口に含むと非常にエレガント
で、しっかりとした熟した、こなれたタンニンが特徴です。

5

2,600 円（税抜）

109206541 スペイン/微泡

チャコリの美味しい季節！美味しいおつまみとご一緒に！
アストビサ アラバコ・チャコリーナ・ピルピル 2018 
2006年に農学博士でもあり、現在は栽培、醸造管理を行うホセ・イダルゴ氏によって設
立された、わずか7ヘクタールの極小ワイナリー。自社畑のブドウをワイナリー内にある
醸造所で醸造することで、コクのあるしっかりとしたチャコリが出来上がります。保護原
産呼称の最上級ともいえる単一畑限定ワイン「ビノス・デ・パゴ」の名を冠しています。こ
のピルピルはスペイン・バスク地方のバルでよく飲まれている微発泡の辛口。チャコリの
スタンダードといえるタイプ。間もなくゴールデンウィークに突入！行楽地に持っていくの
もよし、家でゆっくり飲むもよし。この季節に最適なワインです。2,300 円（税抜）

アメリカ/白

1962年にピエール・ラフォンが23歳の時、サンタバーバラカウンティで禁酒法後初
のワイナリーを立ち上げました。1981年にブルーズ・マグワイヤ入社後に飛躍的に
品質が向上し、現在も試行錯誤をして味わいが向上しています。このシャルドネはス
テンレスと樽を半分づつ醸造に使い、厚みとフレッシュさのバランスが逸脱したワイ
ン。複数の畑のブドウを使うことで複雑性も増しています。2017ヴィンテージはワ
イン・スペクテーターでトップ・バリューに選ばれた要注目のワイン。試飲して本気で
ご紹介したいと思ったワインです。

109208760

新ヴィンテージになり大躍進！注目のサンタ・バーバラ！
サンタ・バーバラ・ワイナリー 
シャルドネ サンタ・バーバラ・カウンティ 2016

109003436 チリ/白

チリで試飲し感動した極上のシャルドネが嬉しいこの価格！
コノスル20バレルシャルドネ
4月に現地のワイナリーに訪問して、感動したワインの1つが20バレル シャル
ドネです。当店の3,000円以内のシャルドネの中でも実力派の１本。骨太な樽
の効かせ方とシャルドネのミネラル感もありバランスが絶妙。シャルドネの最
適地カサブランカ・ヴァレーの海に近く冷涼な気候に恵まれた畑。寒流のフン
ボルト海流が流れる太平洋から7㎞の場所にあり、中央部の産地と比べると
気温は3℃ほど低くなるユニークなシャルドネ！
ぜひこのクオリティの高さをお楽しみ下さい！

①コッポラ映画監督の食卓を彩る芳醇カベルネ！
②ベランダでのんびりと♪爽やかなデイリーシャルドネ！
①コッポラ・ロッソ＆ビアンコ シャルドネ・カリフォルニア
②コッポラ・ロッソ＆ビアンコ カベルネ・ソーヴィニヨン・カリフォルニア

①109208764  ②109106765

①現役の映画監督であり「ゴッド・ファーザー」などの映画で有名なフランシス・コッポラ監督がオーナ
ーのワイナリー。濃厚なカベルネ・ソーヴィニヨンのジャムやカシスの香りにミントの風味、しっかりとし
たタンニンもあるのでじっくり楽しむのがオススメです。リーズナブルなのにしっかりと樽熟成させ複
雑味をもつ、コスパの高いワインが当店限定価格でのご案内！

②シャルドネは100％ステンレスタンクで醸造。このクリーンさとカリフォルニアシャルドネ独特の豊かな風味が、なんとも食欲を
そそります。暖かくなってきた時期の夕方、テラスでのん
びり飲みたいデイリーシャルドネ。当店特別価格です！

① ② アメリカ/①白・②赤

109208473 オーストラリア/赤

オーストラリア5つ星生産者による本気のシラーズ！
味わいが上がり久しぶりの入荷！
マーヴェリック ブルーチェンズ シラーズ 2016
マーヴェリックはバロッサ・ヴァレーに本拠地を置く生産者。オーストラリアのブティッ
ク・ワイナリーでは珍しく、バイオダイナミクス農法100％の畑のブドウから果実味と複
雑味溢れるワインを生み出しています。豪州のトップジャーナリストのジェームス・ハリ
デー氏からも5星の評価を受け国内外から注目されている作り手です。オーストラリア
らしくカシスやブラックベリーや胡椒、ユーカリのニュアンスを楽しめるカベルネ100％！
一部にフレンチオークも使用し、
カジュアルながらもエレガント！ 2,200 円（税抜）

限定36本！

限定36本！

数量限定

アメリカ/赤109208756

日本新規導入ワイナリー！濃厚カベルネの決定版！！
イーター カベルネ・ソーヴィニヨン ナパ・ヴァレー 2016

スロベニア/白109208525

スロヴェニアの自然派シュテッカーのリボッラ！
クメティヤ・シュテッカー レブーラ 2017
スロヴェニア北西プリモルスカは北にアルプス山脈、南にアドリア海を臨む小
さな地区にある蔵元。フリウリのラディコンとも親交が深く、ワイン造りにも
影響を受けている。果皮のフェノールまで完璧に成熟させ、赤ワイン同様に果
皮浸漬をする造りはイギリスのデカンター誌が選ぶオレンジワインのトップに
選出するほど。このレブーラはリボッラ・ジャッラを100%用いステンレスタン
クで天然酵母で発酵、濾過もせずに瓶詰めされたシュテッカーのスタンダー
ドレンジ！年産1,800本の限定品です！ 3,000 円（税抜）

通常価格 2,400 円 →

日本/赤

ワイン用ブドウ栽培に適した気候、最高の土壌を求めてグランポレールがた
どりついたブドウ園、それが安曇野池田ヴィンヤード！2009年に開園。標高、
平均580メートルの丘に、清々しい風が吹きわたります。メリタージュとはカ
ベルネ・ソーヴィニヨンとメルローので造られたボルドーブレンドのこと。
2015年は成熟期に日照に恵まれたことで、熟度が高く色付きの良い果実味
豊かなぶどうが収穫できました。溶け合ったアロマ、冷涼な気が生み出す凝
縮感ある豊かなタンニンをお楽しみ下さい。

100101502

日本ワイン界を牽引するグランポレール。
2015年はグレードヴィンテージ！渾身のボルドーブレンド！
グランポレール メリタージュ2015

6,000 円（税抜）

南アフリカ/ロゼ

日本ではまだあまり知られていないのですが、ヴァン・ロッゲレンベルグは、今かなり
注目されている生産者です。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年初リリース。基本的に「ワインメーカーというよ
りファーマー」だと彼が言うように、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です。味わう機会の少ないロゼのサ
ンソー！この価格は安いです！

109208593

ワインの名は「成功を祈る」大変希少なブラン・ド・ノワールが初入荷！
ヴァン・ロッゲレンベルグ
ブレイク・ア・レッグ サンソー・ブラン・ド・ノワール 2017

2,300 円（税抜）

2,800 円（税抜）通常価格 3,000 円 →

ニュージーランド/白

リッチモンド・プレインズは、ニュージーランド南島の北端、自然豊かな街”ネルソ
ン”に位置する家族経営の小さなワイナリーです。1991年のワイナリー開設当
初から、ビオディナミ栽培を行っており、しかもNZ初のビオディナミ認証を受け
たことでも有名です。この「ブルームーン」は、葡萄の15%は皮付きのまま、フレン
チ樽で発酵・熟成。生命力にあふれ、非常に凝縮されたワインで、一般的なNZの
ソーヴィニヨン・ブランに比べてふくよかでリッチな味わい！2年に一度しか生産
されない貴重な限定ワイン！

109208878

リッチモンドから2年に一度の限定生産ワインが入荷！
リッチモンド・プレインズ 
ブルームーン ソーヴィニヨン・ブラン 2016

2,660 円（税抜）通常価格 2,800 円 →

2,600 円（税抜）

初 入 荷!
特別価格!

通常価格 各2,250 円 → 各1,980 円（税抜）

Wine Spestator 2018 Top Values

「イーター」はラテン語で、道を辿る、旅路を意味します。イタリア出身のワイン
メーカーが、ナパ・ヴァレーの限りない可能性を追求するひとつの旅路としてス
タートしました。高騰するナパ・カベの価格ですが、長年の経験と人脈により、
そのヴィンテージ毎に最適な味わいと適切な価格の葡萄を調達し、ボリューム
がありながらも食事に適するワインを造ります。ブラックベリーやプラムのよ
うなエレガントなアロマ。舌触りはとてもスムースでココアのようなコクもあり
ます。ナパ・ヴァレーの特徴が最
大限にでた濃厚カベルネです！ 3,500 円（税抜）通常価格 3,800 円 →

日本新入荷！

2,780 円（税抜）通常価格 3,000 円 → 通常価格 2,400 円 →



いつでも食べたい、癖になる食品やチーズ♪いつでも食べたい、癖になる食品やチーズ♪
あのエミディオ・ペペが造る
極上パスタ&オリーブオイル！
エミディオ・ペペ 
①スパゲッティ・グラーノ・カッペッリ
②EXVオリーブオイル・ビオロジコ

ランラン・ファームの
ある十勝の牛乳を
100%使用した熟成
期間7～10日間のソ
フトタイプのチーズ。
ほんのり酵母の風味
がやさしく広がりま
す。上にのせたハー
ブは十勝千年の森
キッチンガーデンで
収穫されたもの。
ガーデナーが丁寧に
育てた無農薬のタイムやローズマリーです。ハーブのやさ
しい香りと味わいに包まれる、初夏の爽やかな陽気にピッ
タリなチーズです。

マニアなイタリアワイン好きならご存知、「モンテプル
チアーノ・ダブルッツォの王者」と称される、自然派ワ
インの巨匠エミディオ・ペペが造る希少なパスタとオ
リーブオイルが数量限定で
入荷しました。①年間生産
量は1,000袋。そのうち日
本へはわずか100袋しか
輸入されません。古代品種
のグラーノ・カッペッリを使
用し、ブロンズによって成
型。乾燥は通常の5倍の
10日間。小麦の風味がた
まりません！②オリーブの実
は収穫から24時間以内に
石臼ですりつぶされ、ワイ
ン同様に究極の自然製法
によって造られる極上自然
派オリーブオイルです！

60g 505 円（税抜）

125g 各450 円（税抜）

①307002442 ②307001459 イタリア

熱狂的なファンが多数いる
オリーブオイルが再入荷！
コセルヴァ EXVオリーブオイル
①750mℓ ②2,000mℓ
当店スタッフにも愛用者が多い、スペイン産オリーブオイ
ルが再入荷！ピレネー山脈に接した地中海沿岸の町、タラ
ゴナにあるオリーブ農園で造られたオリーブオイル。スペ
イン農林省コンクールで2年連続第1位を獲得したことも
ある実力の持ち主。約
1,500軒の農家が造っ
たオリーブを全て手摘み
で収穫し、厳選した実だ
けを使用しています。そ
の後、徹底した管理の元
で造られたオリーブオイ
ルはフレッシュで綺麗な
味わい。その美味しさを
守るために日本にはワ
インと一緒に冷蔵コンテ
ナで輸入！インポーター
さんによると日本ではこ
のオリーブオイルだけだ
そうです。

①304007972 ②304007973 スペイン

フランス製らしい、他にはない
フレーバーが人気のポテトチップスに
新フレーバーが登場！
Bret's 
①カマンベール ②ポルチーニ
他にはないフレーバーの味わいと、フランス産のジャ
ガイモを使用したこだわりの食感で当店でも人気のポ
テトチップス。ミルキーな味わいの白カビチーズ“カマ
ンベール”はチーズ好きなフランスの人をも魅了する
味わいです。芳醇な香りと味わいから、トリュフやマツ
タケと並んで世界三大キノコといわれているポルチー
ニ（フランスではセップ）は、その香りと豊かな味わい
が広がり
ます。ゲラ
ントの塩
を使用し
たこだわ
りのポテ
トチップ
ス。ぜひ
ご賞味く
ださい♪

①3040010003 ②304100181 フランス

一口食べれば、
丁寧に作られているのがわかる…
初夏におすすめ絶品チーズ
ランラン・ファーム ポタジェ

304009468 日本

輪切りにした国産ネーブルオレンジをスライスし、
形を崩さぬよう煮込んだオレンジを一枚一枚丁
寧に、お箸で瓶詰めしています。オレンジのおいし
さをまるごと味わえる、
果 実 感たっぷりの
ジューシーなジャムに
仕上げました。そのま
まはもちろん、紅茶に
浮かべると幸せな美味
しさに…。見た目の美
しさからご贈答用にも
ご好評です。

年1回のみの入荷！！
美味しさに感動すら覚える
出合った事のないジャム！！
ROSEMAY 
オレンジスライスジャム

307002246 日本

イタリア産「完熟トマト
100%」パウダーの贅沢な
旨味に、セイジ、タイム、
フェンネル、ローズマリー、
セロリの5種類のハーブ
とEXVオリーブオイルを
合わせ、マカダミアナッツ
入りの「ミックスナッツ」と
コクのある「焼きチーズ」
に味付けをしました。合
わせるなら赤ワイン、特
にイタリアの軽やかな赤
ワインがオススメです。

赤ワインと合わせて食べたい
ミックスナッツ
イタリア産トマトミックスナッツ
焼きチーズ入り

307002487 日本

普通のみかんと
は次元が違う！
と噂される愛媛
生まれの柑橘品
種『まどんな』を
ご存じですか？
東京で買うと一
個500円から
1,000円はする
と言われている
高級品種です。
皮が非常に薄く身はまるでゼリーのような食感な
んだそうです。その貴重なまどんなを贅沢にドラ
イフルーツにしてしまいました！もちろん、砂糖は
使わずに丁寧に乾燥させています。そのままはも
ちろん、紅茶やヨーグルトに添えるのもお勧めで
すよ。

１個５００円のみかんを
ドライフルーツに？！
peakfarm ドライフルーツ
愛媛 まどんな

307002484 日本

北海道産ハチミツを使ったハニーマスタード
です。粒マスタードの香りとハチミツの優しい
甘みに、まろやかな酸味のリンゴ酢を組合せ
ることで、すっきりとした辛さ控えめのマス
タードソースに仕上げました。チキンソテーな
どの肉料理、サラ
ダやグリルしたお
野菜に、たっぷりか
けてお召上がりく
ださい。お好みで
砕いたナッツと和
えて使うと立派な
食べるソースにな
りますよ！

魚！鶏！野菜にも！
癖になっちゃうおいしさです
北海道ハニーマスタード

304009992 日本

20g 600 円（税抜）50g×2 各550 円（税抜）

280g 1,510 円（税抜）

500g①3,000 円（税抜）  500mℓ②6,000 円（税抜） ①2,800 円（税抜）  ②4,800 円（税抜）

90g 600 円（税抜）

140g 620 円（税抜）

冷蔵品

手の平に収まるフレンチデリ！
エナフ ①サーモンムース
②レバームース オレンジ風味
1907年、フランスのブルターニュ地方に設立された、フランスの
ポークパテ・シェアNo.1を誇るリーディングメーカー。遺伝子組み
換えでない飼料で飼育されたブルターニュ産ポークのみを使用し
たポークパテはブランドの顔的存在で、長年多くの人から愛されて
いるベストセラーです。豚肉加工品以外にも、アヒル（鴨）やイノシ
シ、ウサギなど、フランスらしい素材を伝統的なレシピで仕上げた
テリーヌ、ムースがラインナップされています。様々なラインナップ
の中でも今回はサーモン
ムースとアヒルのレバー
ムースをご用意しました！片
手にすっぽりと収まる小さ
なビンなのでピクニックや
お弁当に持っていくのにも
ちょうど良い食べきりサイ
ズですよ！固めのムースなの
でパイに入れて焼いてもお
すすめです。

①304008821 ②304008822 フランス

6



①1,900 円（税抜）  ②2,400 円（税抜）
サイズ ①約40×70cm ②約40×90cm

750 円（税抜）
サイズ：幅24.5×奥行き11.5×高さ38（cm）
素材：不織布90g＋発泡材3mm厚＋アルミ

高さ15cm・280cc 37,500 円（税抜） 1,200 円（税抜）
通常価格 480,000 円 →337,963 円（税抜）
幅60.6×奥行58.9×高さ151.3（cm）

2,200 円（税抜）

6,000 円（税抜）

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

数量限定

セール価格オーストリア①402002897 ②402002898

日本404000216日本①402003394 ②402003395オランダ404000255

日本501000081 インド407001754

スペイン①402002940 ②402002941

1,900 円（税抜）
サイズ（約）：幅8×奥行4.8×高さ20（cm）
材質：本体=ABS樹脂、スクリュー=ステンレス鋼、重さ（約）：65ｇ

① ②

持っておきたい、注目の雑貨グッズのご案内！持っておきたい、注目の雑貨グッズのご案内！

402002906

これは重宝します！
当店オリジナル保冷バッグ

スムーズな拭き上がりに当店スタッフも
「いいね！」の声多数。ぜひお試しください！

スクリューをまわすだけで誰でも簡単！
母の日・父の日のおしゃれなギフトにどうぞ

バーディ グラスタオル
①Mサイズ ②Lサイズ

WINE MARKET PARTY
オリジナル保冷バッグ
ワインボトル2本用

Vacuvin
コルクスクリュー
ツイスター まず、そのしなやかさ、優しい手触りにこだわりが。

BIRDY社が開発の新素材「Birdyシルキーストレッチ
ファイバー」を採用した、吸水性に優れたグラス拭きク
ロスです。沢山拭いても高い吸水力でサッと拭き上げ、
毛羽立ちがなく、すっきりと美しくグラスが輝きます！今
評判の飲食店で使用されている、HOTな商品です！

ワイングッズで人気のバキュバンから、シンプルで機
能的なワインボトルオープ
ナーが登場！誰がやってもス
クリューがコルクの真上から
入り、同じ方向に回し続ける
だけで、力をいれずに簡単
に失敗なく抜けます。ユニー
クなフォルムが軽やかで新
しい！専用の箱入りですの
で、プレゼントにお使いいた
だけます。

もらったら嬉しい！ワインを飲む時の
必需品が揃った豪華セット。
ル・クルーゼ
トリロジー ギフトセット

極上のグラスで過ごす大人の時間・・・。
ロブマイヤー トラベラー
①レッド②ブラック

セール価格！去年の年末に大人気を博した
名門ワインセラーの看板ワイン・セラー！
ロングフレッシュ
ST‐RV273G(77本用)
フォルスター30周年記念モデル

ボトル３本の重さにも耐えてくれます
コットン
ショッピングエコバッグ

人気のル・クルーゼシリーズの豪華ギフトボックス。
切れ味の良いフォイルカッター、時計方向に回すだけ
で抜けてくるコルクオープナー、飲み残しワインの酸
化防止用ポンプを同じブランドで一度に揃えられま
す！これからワインを始められる方へのプレゼントに最
適です！ フォイルカッター､
オープナー､ワインセーバー､
替え栓3点

1823年オーストリア・ウイーンで創立されたロブマイ
ヤーは元々小さな硝子店でしたが、ハプスブルグ家か
ら“皇室御用達”のガラス工房として愛されました。現
在では多くの劇場のシャンデリアにも愛用され光の彫
刻として愛されています。販売して約3年が開始しま
すがいつもこの春の行楽シーズンになると人気の逸
品です。シャンパーニュやブルゴーニュワインにピッタ
リの形状のグラスは小ぶりで愛くるしいフォルムが人
気。専用のケースに入れてぜひお持ち運びください。

ロング・フレッシュは本物の
“カーブ”を目指し作られた国
産ワインセラーの名機です。そ
の使い心地の良さと日本の家
庭にあったサイズ感は多くの
リピーターを抱えます。この
30周年記念モデルの特徴は
使いやすい棚と、広く光るライ
トが魅力的。抜群の使い心地
を誇り、ワインのエイジングと
“飲み頃”を支える立役者と言
えます。セール価格の今がお
買い得！

丈夫なインド綿製のエコバッグ。コンパクトに折りたた
んで底のファスナーで収納できる一体型です。イギリ
スで注目度№１のKatieAliceがデザインした花柄模
様も可愛いらしい！容量はフルボトル３本が目安です。
肩紐も長めで
使い易く、いつ
でも持ち運べる
気軽さが魅力
です。

407001730

可愛い見た目ですが上質セラミック製
の本格ジューサーなんです！
TRUE
カクタスジューサー

気軽な日常使いに！ユニークな形が
魅力のパイントビールグラス

ノニックス　
1パイント、
ハーフパイントグラス

“パイントグラス”と呼ばれるマシンメイドのビールグ
ラス！1パイントはUS,UKでやや異なりますが、500ml
の缶ビールを注ぎきれます。ハーフパイントは手に収
まるサイズで日常使いにぴったりです♪
スタッキングできるので収納にも便利な形。

プランターに入ったサボテンが置いてあるような可愛
い見た目ですが、フルーツを絞る事ができるジュー
サーなのです。遊び心があるユニークな商品♪サプラ
イズプレゼントにも面白いですね！
8oz（約230ml）の果汁を用意する事が可能です。

暑い時の必須アイテムワインバッグ。ありそうでな
かった、ワイン2本用保冷バッグを当店オリジナルで
作りました！プロの
方にも使って頂いて
いるこちらの商品は
アルザスやドイツの
背高ボトルも収納可
能です。ワインと食
品等と一緒に持ち
運べるところが嬉し
い！保冷剤を入れて
ご利用下さい。

①360 円（税抜）  ②510 円（税抜）

7



今欲しい、
スタッフオススメの
商品はコチラ！！

徳島の農業を盛り上げていきたいとの想いから生まれ
たピクルスです。農薬や化学肥料に頼らず、作られた野
菜を丁寧に一本づつ手作業でピクルスにしています。農
家さん自身の子どもや孫にも安心して食べさせられる。
そんな想いの詰まった野菜を今風にお洒落で可愛くカッ
トして彩り鮮やかにラッピングしています。星やハートの
形になっているピクルスは見ているだけでもワクワクし
ます！そのままでも、お弁当やお料理の飾り付けにも映え
ますよ！

日本では、まだまだ知られていないと
いう事が不思議なくらい味わい深い
生産者。当主であるジョナサンとスー
ザン夫妻は、ＵＣデイヴィス校を卒業
後、カリフォルニア各地で修業し、南
仏品種に最適な地を追い求め、同地
にたどり着き1992年ワイナリーを設
立。1800年代からワイン作りの歴史
のあるシエラ・フット・ヒルズは、標高
750ｍもあり、霧の影響をほとんど受
けず、寒暖差がある事から素晴しい
ブドウが作られます。華やかな洋ナシ
や蜂蜜、白桃などの華やかな香りと
複雑な味わいがどこまでも続きます。
2019桜アワードダイヤモンドトロ
フィー獲得。4326本のうち3本のみ
選ばれた賞です。

機械の力を一切かりず、
酒袋といわれる袋に、も
ろみが入り、蔵人の手か
ら手へと渡り吊される。
一滴づつ自然の力で落
ちてくる。（別名「雫酒」と
もいう）蔵人達の情熱が
一つの輪になり、蔵最高
峰のお酒が生まれる。そ
の年により数量が異な
る限定酒です。リンゴの
ような優しい芳香と和
みのある至福の逸品を
御賞味ください。

バローロ村の代表的造り手のヴァイ
ラが造る革新的リースリング。友人で
あるマルセル・ダイスの畑から無作為
に選んだリースリングを植樹。ダイス
はオリジナルの色々なクローンのリー
スリングを混植することによってワイ
ンが複雑になると認識していて、これ
と同じ考えを持つアルドはドイツのク
ローンも混植している。若いうちは果
実が中心だが熟成してこそ本領を発
揮。もちろん今飲んでも普通ではな
い美味しさが伝わってきます。バイ
ヤーおすすめ！

シャトーはボルドー右岸のブライ地
区、対岸にサンジュリアン村を眺める
風光明媚な丘陵地に位置していま
す。ブライの地は大西洋からジロンド
河を遡上する風が通年吹き込む場所
で、この風がカビ系の病害に対して
抑制効果を発揮しており、自然農法
へ有効な地の利を得ています。2003
年は今がちょうど飲み頃。きめ細やか
なメルローらしい口当たりでエレガン
トな熟成感を帯びています。昨年の秋
に行われた当店主催の大試飲会で約
80種類あるワインの中でナンバーワ
ンの売上本数を記録しました！

今年もソムリエ資格試験のシーズン
がやってきました。当店ではこちらの
デキャンタを実技試験対策におすす
めしております。シンプルなデザイン
でうれしい蓋付き。女性の手にも使
いやすいデザインです。レストランの
サービスはもちろん、ご家庭用にもご
利用いただけます。

最初の一口は苦みを感じますが、その後にまろやかな甘
さがひろがります。独特の甘みと香り、少し苦味がある
シャープな風味のハチミ
ツ。この風味がチーズのコ
クをより引き立ててくれる
ので、ブルーチーズや白カ
ビチーズに 合わせると絶
品です。お好みで、ブラッ
クペッパーをかけても◎。

由緒あるレコルタン・マニピュラン「ラ
ミアブル」の創業は1955年。最初に
ブドウを植えた土地が、かのローラ
ン・ペリエから買い取った畑だという
のも逸話です。ほとんどのシャンパー
ニュを国内販売に回し、輸出量はほん
の僅か！ピノ・ノワール60％、シャルド
ネ40％で構成。2/3はその年のキュ
ヴェ、1/3はリザーブワインのアッサ
ンブラージュ。その後カーヴ内で3
年、澱と共に熟成。ドサージュは
8g/L。フランボワーズ、カシスなどの
赤い実のアロマ。柔らかな酸味の
瑞々しい果実味広がり、魅力的な密
度を感じる。ジョージアのカヘティ地区のマナヴィ

村に本拠地を置く家族経営のワイナ
リー。ブドウ栽培農家としての歴史は
設立年がわからないほど、大昔から
ワイン造りに携わってきた家系。現当
主は代々受け継がれてきた伝統を
ベースに新しいテクノロジーを取り入
れ、2010年にワイナリーを設立。畑
はできるだけ自然な栽培、そして醸造
ではプレス機を使用せず、除梗、破砕
したブドウを低温で醸します。このム
ツヴァネは20hlのクヴェヴリで24～
48時間醸し5か月熟成、その後バ
リックで4か月熟成させたもの。

120g 1,200 円（税抜）

1270ml 1,530 円（税抜）
口径53、最大径134mm、素材：ソーダガラス製

150g 750 円（税抜）

新入荷

星やハートの形になっているピクルスは見て
いるだけでもワクワクします！そのままでも、
お弁当やお料理の飾り付けにも映えますよ！

桜アワードダイヤモンドトロフィー！

10％OFF

5,000 円（税抜）

5,770 円（税抜）

2,500 円（税抜）

5,600 円（税抜）

3,900 円（税抜）

ジョージア/オレンジ109208588

イタリア/白109208793

16,800 円（税抜）
サイズ（使用時）：47×37×32cm、キャスター延長時：高さ96cm8

通常価格 5,330 円 →4,980 円（税抜）

ギウアーニ ムツヴァネ
クヴェヴリ 2016

ムツヴァネ種を用いた
ジョージアのオレンジワイン！

109207676 フランス 109208884

ラミアブル
ブリュット・グラン・クリュ

シャンパーニュ愛好家のバイブル
Richard Juhlin誌で3ッ星獲得！

フランス/泡白

109207815

シダーヴィル・ヴィンヤード
ヴィオニエ オーガニック 2016

ダイヤモンドトロフィー獲得！
盛んなシエラ・フット・ヒルズの白！

ロトデキャンタ

ソムリエ資格試験対策
セール実施中！
ワインデキャンタ

アメリカ/白

402002902 イタリア

307002486

ビーネビーネ
オーガニックローハニー たんぽぽ

チーズ好きを虜にする魅惑のハチミツ
オーストリア

国内外のワイナリー巡り等で大活躍の多機能のキャ
リーバッグです。ワインボトル750mℓや日本酒の4号瓶
を12本入れて女性でもラクラク運べるキャスター付き
保冷バッグは小回りがきいてとっても便利！使わない時
は、コンパクトにたた
めます。保冷剤を入れ
て適温をキープ。中仕
切りを外して、BBQ・
キャンプの食材をクー
ルに持ち運べる応用
力が◎

ベジピクルス
①ミルフィーユ②ハート③スター

SNS映え間違いなし！手土産におすすめです

ボトル フライヤー 12本用

「あったらいいな。」という機能が随所
に光る12本用ワインキャリーバッグ！

シャトー・サント・リュス・
ベルヴュ・ルージュ 2003

当店主催の大試飲会にて
売上本数ナンバーワンを記録！

G.D.ヴァイラ
ランゲ D.O.C. ビアンコ
リースリング 2016

なんとあの『マルセル・ダイス』の
リースリングを・・・！？

①304010008 ②304010009 ③304010010 日本

402003322 日本

109202800

三浦酒造 豊盃 大吟醸
つるし酒
三浦酒造 豊盃 大吟醸
つるし酒

「雫酒」とも呼ばれる蔵人達の情熱が
一つの輪になる、蔵最高峰の大吟醸

日本

① ② ③


