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限定

6本

DM期間限定価格！

数量限定価格!

1632年設立。収穫されたブドウのうちわずか10～20％程度という厳しさ。畑では一度
も除草剤や防虫剤を用いていない、昔ながらの栽培方法を実践。通常、トレッビアーノ・
ダブルッツォは軽めで爽やかな比較的シンプルな白ワインとなりますが、ヴァレンティー
ニのこのトレッビアーノ・ダブルッツォは別物。
濃厚で凝縮感のある味わいはトレッビアーノの常識を覆すインパクトを持っています。
柔らかく繊細な余韻は、和食との相性の可能性も感じさせます。

シャンパーニュを代表するメゾン"ポル・ロジェ"。【気品と優美】をモットーに美しいシャン
パーニュを生産し、世界中の晩餐会や英国王室御用達のシャンパーニュとして名を馳せ
ている。その中で最も注力されて生産されるスペシャル・キュヴェが"サー・ウィンストン・
チャーチル"だ。チャーチル元首相は大のポルロジェのファンとされたことから命名。シャ
ンパーニュきってのグレート・ヴィンテージ2008年は素晴らしい酸味と高いミネラルを
誇り、まさにエレガンスの極みとされる。
大切なひと時は美しきシャンパーニュから始まります。

Vol.882019

18,200 円（税抜）

延長営業のお知らせ

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

12/1（日） 13：00～18：00
熟成イタリアワイン比較試飲！
人気シリーズの熟成したイタリアワイン比較試飲。2019年はこれで最終
回。個性豊かなイタリアワインが10年・・・20年・・・と時間が経過するとど
のようになっていくのか・・・！？ワインリストはホームページをご覧ください！
　
12/7(土) 13：00～18：00
インポーター試飲会！
ラック王道フランスワイン試飲会！
日本の王道フランスワインを長きに渡りインポートしてきたラックコーポ
レーションにご賛同いただき、王道ブルゴーニュから、南仏などその土地
を代表するトップ生産者のフランスワインを皆様にご紹介いたします。
熟成ワインも積極的にご紹介する予定です！
詳しい詳細はHPやFACEBOOKをご確認くださいませ。
　
12/8(日) 13：00～18：00
豪州最高峰のピノ・ノワール！
バス・フィリップ最新ヴィンテージ試飲会！
1970年代オーストラリア“アンリ・ジャイエ”に魅了された、ただ一人のワ
インメーカー「フィリップ・ジョーンズ」。彼の細部にわたる情熱と厳しい基
準は、上質なブドウを生み世界の人々を魅了するワインが造られます。今
回はリリース当初から現在まで、偉大なワインを造り続けるバス・フィリッ
プの最新ヴィンテージをご用意しました！品種の個性を理解できるほか、
2017年ヴィンテージのポテンシャルも確認できる機会です。是非皆様の
ご来店をお待ちしております。バス・フィリップに酔いしれましょう！！詳しく
はHP、Face bookをご覧くださいませ。
　
12/14(土) 13：00～18：00
イギリス最高のスパークリングワイン、
ナイティンバー比較試飲！
この日は古いソムリエさんなら「懐かしい！」と言ってくれるであろう、イギ
リスのスパークリングワインの元祖！ナイティンバーの試飲を行います！ナ
イティンバーのアジア担当であるミュレー氏をお招きしていますので色々
話が聞けると思います！トップキュヴェの1086 2009年も含め、5種類の
試飲を予定しています。詳しくはHPにて！
　
12/15(日) 13：00～18：00
ラシーヌのシャンパーニュを味わう会
当店はもちろん、日本中で数多くのファンを抱える自然派ワインのイン
ポーター"ラシーヌ"その多彩なラインナップの中でも高い人気を誇るの
が"シャンパーニュ"。マルゲやフルーリーなど人気生産者はもちろん、当
店らしくヴィンテージにも着眼していきます！
詳細はＨＰをチェックしてください！
　
12/21(土) 13：00～18：00
ポルロジェ試飲！ サー・ウィンストン・
チャーチル2008含めた試飲会！
英国王室御用達！長きに渡り数多くの著名人に愛されてきたグラン・メゾ
ン、ポルロジェのトップキュヴェ"サー・ウィンストン・チャーチル"を含む試飲
会を実施！ブリュットから、ノンドサージュなど多彩なラインナップを誇るポ
ルロジェの美味しさをぜひお楽しみくださいませ！
詳細はHPへ♪

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。

12月に行う週末の有料試飲は、今年1年の感謝の気持ちを
込めて、普段は飲めない特別なシャンパーニュや高額ワイン
をご用意して、皆様のご来店をお待ちしております！
詳しくはＨＰの「有料試飲情報」をご覧ください！

ポル・ロジェ
キュヴェ サー・ウィンストン・チャーチル 2008
ポル・ロジェ
キュヴェ サー・ウィンストン・チャーチル 2008

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、
スパークリングワインを全品10％OFFとさせていただきます！

是非この機会にご利用ください。

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

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

有効期間：～12/22(日）まで

フランス/泡白109300261

数量限定価格！美しきシャンパーニュに酔いしれる…。
キュヴェ"サー・ウィンストン・チャーチル"！

●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。
●割引になっているグラス類など、一部対象外商品もございます。 ●詳しくはスタッフまでお声掛けください。

    

ヴァレンティーニ　  
トレッビアーノ・ダブルッツォ D.O.C. 2014
ヴァレンティーニ　  
トレッビアーノ・ダブルッツォ D.O.C. 2014

イタリア/白109207811

まさにイタリア芸術！
孤高のトレッビアーノ！

    

1972年にナパ･ヴァレーに設立された高級カベルネ･ソーヴィニヨンを醸造するワイナ
リー。創業者のジャスティン・メイヤー氏は、ミスター・カベルネと呼ばれる程の有名人。自
社畑、ソーダ･キャニオン･ヴィンヤードは、霧の影響を受けやすいナパ・ヴァレー南部に
あります。100%アメリカンオークで25ヶ月熟成、20ヶ月瓶内熟成を施した古き良きカリ
フォルニアを象徴する1本です。カカオやココナッツのような風味が堪りません！グレート
ヴィンテージ2013年は長期熟成用にもお勧め！
DM期間だけの特別価格！

シルヴァー・オーク ナパ・ヴァレー
カベルネ・ソーヴィニヨン 2013
シルヴァー・オーク ナパ・ヴァレー
カベルネ・ソーヴィニヨン 2013

アメリカ/赤109109552

ナパ・カベルネトップ生産者！
伝説のヴィンテージ！

    

【スパークリングワイン】 全品10％OFF！

通常価格 32,000 円 →29,800 円（税抜）

通常価格 19,500 円 →18,500 円（税抜）

12月の週末有料試飲情報！

クリスマス用、年末用のワイン、
お揃いですか？

ワインマーケット・パーティーは12月13日（金）～30
日（月）まで、閉店時間を1時間延長し21時閉店と
させていただきます。いつもよりゆっくりとワイン選
びを楽しんでください。テイスティングバーでも常
時25種類のワインを試飲していただけます。お待
ち合わせにもどうぞ。
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noriko.nakamura
取り消し線

noriko.nakamura
取り消し線

noriko.nakamura
取り消し線

noriko.nakamura
取り消し線

noriko.nakamura
取り消し線

noriko.nakamura
取り消し線

noriko.nakamura
取り消し線



数量限定 数量限定

数量限定

数量限定

サロット家で大切に熟成させた秘蔵のバルバレスコ。何年もの
間、ワイナリー内で、この古いワインの存在は忘れ去られていま
したが、近年、古い醸造日記と一緒に発見されました。スパイ
シーでなめし皮の要素が感じられる香りと、非常にやわらかい味
わい。これほどまでに長い期間の熟成を経て、驚きの品質に到
達したにも関わらずこの価格でリリースするとは！！

ロベルト・サロット バルバレスコ 
D.O.C.G. リセルヴァ 1999

約20年熟成のバルバレスコ・リセルヴァ1999年！約20年熟成のバルバレスコ・リセルヴァ1999年！
109207702 イタリア/赤

ブラインド大会でとある高級グラン・ヴァンよりも高い評価を得た
ドメーヌ・ゴビーの最上級キュヴェ"ムンタダ"。ルーション地方を代
表するワインのバックヴィンテージが今回入荷しました!本来持つ
パワフルな果実味は、14年の歳月を経て美しく品のある姿に熟
成。抜栓してからも2、3日は美味しく頂けるポテンシャルの高さに
脱帽します。美しく長い余韻は寒いこの季節にピッタリ…！この地
方最高峰のワインをどうぞお楽しみください！

ドメーヌ・ゴビー ムンタダ 2005
この季節に飲みたい…
南仏の至宝“ムンタダ”のバックヴィンテージ！
この季節に飲みたい…
南仏の至宝“ムンタダ”のバックヴィンテージ！

109206435 フランス/赤

ボトル裏面に直接、図柄をエッチング（彫り込み）した限定品。今年の中身は
ジンファンデル！1976年の伝説的なパリ・テイスティングでカリフォルニア
代表に選ばれ、1986年のリターンマッチでは見事優勝したクロ・デュ・ヴァ
ル。毎年のクリスマスを華やかに彩るのは、この素敵なボトル。果実味の中
に、華やかさと気品に溢れ、食卓に彩りと愛を咲かせてくれる素晴らしいワ
イン。ローストチキンやローストビーフなどのクリスマスにピッタリな一本！

数量限定数量限定

クロ・デュ・ヴァル X'mas限定ボトル
スノーマン ジンファンデル 2018

X'mas限定！
エッチング（彫り込み）ボトル！限定品！
X'mas限定！
エッチング（彫り込み）ボトル！限定品！

109300252 アメリカ/赤

6,000 円（税抜）

10,500 円（税抜） 7,000 円（税抜）

5,000 円（税抜） 9,500 円（税抜）

27,500 円（税抜）

岐阜にあるレストラン里山きさらの鹿のパテドカン
パーニュです。もともとは鳥獣害問題が深刻な岐阜
の揖斐川町で鹿を中心としたジビエを資源として、
有効利用し多くの人に知ってもらおうと設立されま
した。自分たちで狩猟、加工、販売まで一貫している
ためジビエのイメージが変わるほどまったく臭みの
ない食べやすい肉を提供しています。臭みのない肉
の秘訣は処理の速さにあります。狩猟して１時間以
内に処理施設にて血抜きなどの加工を施すため、
臭みのないジビエを実現できるのです。コクある肉
とハーブ、スパイスが説妙に絡んで、柔らかく、赤ワ
インと合わせると最高においしいです。まずはその
まま食べていただき、お好みでマスタードなどを合
わせてみてください。

ソーテルヌ、いや世界の極甘口ワインの頂点に君臨し続け、格付けも唯一
プルミエ・クリュ・シュペリュール（特別1級）にランクされている別格のスー
パーシャトー。1本のブドウの樹から造られるワインは、わずかグラス1杯
分。それは徹底した収穫制限、選別が行われているから。美しいまでに黄
金色に輝く色調。ハチミツやアプリコットの甘美な香りとトロリとした上品
で凝縮した甘みが完璧なまでの優雅なハーモニーを奏でます。まさに、自
然が生みだした奇跡の神酒（ネクター）と言えます。ようやく飲み頃を迎え
た貴重な1999年ヴィンテージ。こんな贅沢は他にありません。

シャトー・ディケム 1999 ハーフボトル
聖なる夜に大切なあの人と…心も身体もトロけてしまうかも？聖なる夜に大切なあの人と…心も身体もトロけてしまうかも？

109300204 フランス/白

2,800 円（税抜） 24,000 円（税抜）

中央オタゴのワナカ準地域に位置する12ヘクタールのブドウ園は、特別な地
質の見事な北向きの斜面。上質でユニークなセントラル・オタゴの高級ワイン
です。ダークベリー、ウッドスパイス、ワイルドタイム、深さ、強さ、アニスと甘草
の魅惑的なヒント、デカンタで1時間後に、花柄、特に濃いバラの花びらの層
が広がります。豪華なチェリーとプラムの果実、劇場のようなフルーツのきら
めき。まだ日本ではほとんど知られていませんが、インターナショナルワイン
チャレンジでは金賞獲得など、海外では好評価のワイナリーです。

数量限定

アキツ ピノ・ノワール A1 2016
日本ではお目にかかれない
秘蔵のピノ・ノワールが限定入荷！
日本ではお目にかかれない
秘蔵のピノ・ノワールが限定入荷！

109300222 ニュージーランド／赤

ワイン用ぶどう栽培に適した土壌・気候を求めて、私たちがた
どり着いたぶどう園、それが安曇野池田ヴィンヤード。シラー
の特徴であるブラックペッパーなどのスパイスの香りに加え
ベリー系の香り、濃厚で凝縮感がありながら、きめの細かい甘
く滑らかなタンニンを合わせ持つ日本ワインです。安曇野池田
ヴィンヤードの栽培家とグランポレール勝沼ワイナリーの醸造
家の渾身の１本です。

グランポレール 
安曇野池田シラー 2015

日本のシラーを代表する1本！
上品なスパイシーさが魅力です！
日本のシラーを代表する1本！
上品なスパイシーさが魅力です！

100101525 日本/赤

100g 780 円（税抜） 約400g前後 3,480 円（税抜）

304100270

岐阜ジビエ鹿パテ・ド・カンパーニュ
山のごちそうを噛み締めてください山のごちそうを噛み締めてください

クリスマスグッズの定番☆スノードーム。11センチ×１３
センチの少し大き目サイズなので、卓上に置いてある
だけでディスプレイになり、存在感があって素敵です。
大人になってもウィンターシーズンをわくわくした気分
にさせてくれる可愛いアイテムですね。

パステルスノードーム 
ヴィレッジ

403003187

ジーっと眺めてちょっとだけ
現実逃避しましょう☆
ジーっと眺めてちょっとだけ
現実逃避しましょう☆

これから寒くなり、高級感のある古いワインを飲む機会も多くなってき
ます。30年近く熟成してくると、コルクも柔らかくなり、通常のソムリエ
ナイフでは折れてしまう事もしばしば。そんな時に「失敗せずに開けら
れる」のがこのデュランド。開け方、使い方は当店HPの動画にて公開中
です！1929年のボルドーでも、コルクを折らずに開ける事ができ、私は
とても信頼しています（店長 沼田）。

ザ・デュランド

402002591 スペイン

古酒抜栓の必需品！スクリューと二枚刃が
セットになったソムリエナイフ！
古酒抜栓の必需品！スクリューと二枚刃が
セットになったソムリエナイフ！

日本 冷凍品

モンドールは生産期間も販売期間も決められた
大変めずらしいチーズです。生産期間は8/１５
～翌3/15まで。熟成期間は約３週間ですので、
夏ミルクで作られたモンドールは9月～10月。
秋ミルクで作られたモンドールは11月～１２月。
冬ミルクで作られたモンドールは1月～2月と食
べる月によりミルクの質が違うので、年に一度
食べたるだけじゃもったいないんです！今年はぜ
ひ、その季節その季節のミルクの質感を楽しん
でみてください！詳しい食べ方やスタッフ直伝ち
ょっと変わった食べ方など、当店チーズ売り場
にてレシピ公開中ですので、ぜひご来店頂けれ
ばと思います。

304005376

モンドール
年に一度食べるだけじゃもったいない！
モンドールの季節感味わってみませんか？
年に一度食べるだけじゃもったいない！
モンドールの季節感味わってみませんか？

フランス
※冷凍品につき
配送はできませ
ん。店頭のみでの
販売とさせていた
だいております。

冷蔵品

2

季節商品のご案内♪季節商品のご案内♪



軽減税率対象商品（税率8％）

通常価格 34,000 円 →32,000 円（税抜）

限定12個！

限定3本！限定24本！

限定30セット！

17年熟成したプーリア州産ウーヴァ・ディ・トロイア2002年！17年熟成したプーリア州産ウーヴァ・ディ・トロイア2002年！

プーリア州の地元品種であるウーヴァ・ディ・トロイア（ネーロ・ディ・トロイア）
を使用。濃い色をしていてアルコールもタンニンも豊富な赤ワインとなりま
す。香りはブラックカラント、チェリーのようなアロマとスパイス香。力強いタ
ンニンが長い余韻を与え、レッドチェリーやスパイスのニュアンスが楽しめま
す。ブルゴーニュ産バリックの新樽で12ヶ月熟成。

109300267

グアド・サン・レオ ウヴァ・ディ・トロイア 
ロッソ 2002

イタリア/赤

1,400 円（税抜） 通常価格 3,800 円 →2,800 円（税抜）

木村硝子店の人気商品、ピッコロシリーズが６脚でお得です！木村硝子店の人気商品、ピッコロシリーズが６脚でお得です！

木村硝子店人気のサヴァ15oz（ハンドメイド）よりも普
段使いできることでファンが多いピッコロシリーズ。特
に15oz（470cc）はボウルのゆったりした丸いフォル
ムが上品な印象でワインの香りも優しく引き出してく
れます。ステムが短いので収納にも困らず、来客用や
お店用にまとめて揃えるのにもおすすめのグラスで
す。6脚セットで10%OFF！おまとめ買いにお役立てく
ださい。

木村硝子店“ピッコロシリーズ”
グラス6脚まとめ割SALE！

①402003146 ②402003133 ③402000357

憧れのシャトーラギオール。ただいま10％OFF！
名入れは半額キャンペーン♪
憧れのシャトーラギオール。ただいま10％OFF！
名入れは半額キャンペーン♪

ワインのコルクを開ける嬉しいひとときがグレードアップする。そん
な素晴らしいメイドインフランスのソムリエナイフ、シャトーラギ
オール。掌にしっくりと馴染むデザインは道具というより、もはや相
棒と呼びたくなります。美しい所作が引き立つ華麗なる逸品！SCIP
社の商品は当店では在庫のみ。レアアイテムをぜひこの機会に。頑
張った自分に。ワイン好きの方へのプレゼントに！専用BOX付で
す。正規品、3年保証付！

シャトーラギオール 
①ブラウン ②ブラック ③メープルウッド

フランス

ドイツ304100227

スロバキア500300673

メーカーでは2018年に瞬く間に完売してしまった
大人気のトートバックセットです
メーカーでは2018年に瞬く間に完売してしまった
大人気のトートバックセットです

100年の歴史のあるドイツ発祥の名門焼き菓子ブランドバールセ
ンのチョコレート菓子が3点詰まった可愛いトートバッグセットで
す。白地の丈夫なキャンバス生地に看板商品のピックアップミ
ニーズが描かれています。大きなハートのチョコがけビスケットに
様々な言語でのLOVEが書かれた「コーヒータイムチョコパッショ
ン」、ビスケットに板チョコレートを挟んだ大人気商品「ピックアッ
プミニーズ」、くるんと巻かれたワッフルにチョコレートをかけた食
感の楽しい「ワッフルミニーズチョコレート」、バラエティーに富ん
だお菓子は一人占めしても、みんなで分けても楽しいですよ。

バールセン トートバッグセット

イギリス301000866

毎年ポットの形が変わるので、コレクションされてる方も多いクリス
マスが近づくと発売される人気商品なのですが、やはりお値段が高
い…。毎年気になるけど、悩んでるうちに売り切れてしまうなんてこ
ともあるのではないでしょうか。なので！今年はDMを見られたお客
様が購入しやすいように、12個だけ特別価格で販売させて頂きま
す。一口食べるとチーズの濃厚さとブルー特有の香りはブルー好き
を虜にしてしまうでしょう♪一度は食べるべきイギリスを代表する
ブルーチーズです。※掲載は過去のジャーポットです。今年のデザ
インとは異なります。

スティルトンジャー

3,800 円（税抜）

①

②

③

限定3本!今ではファーストラベルよりも入手困難に！限定3本!今ではファーストラベルよりも入手困難に！

メドック公式格付第一級、あのシャトー・ムートン・ロートシルトのセカンドワ
イン。初リリースは1993年、翌年の1994年から現在の名称に。樹齢の若
いブドウを厳選し、収穫から醸造、瓶詰まで全てムートンと同じ手法で造ら
れています。セカンドといえども流石はムートン。濃厚でしっかりとしたテク
スチャーと複雑な香り、力強いニュアンスがあり、熟成を重ねれば深みや芳
醇さが増して上品な味わいに。今ではファーストラベルより入手困難とも
言われるまでに。軒並み高評価のメドックの2016年ヴィンテージ。初回入
荷の今がチャンスです！

109209482

ル･プティ・ムートン・ド・ムートン・
ロートシルト 2016

フランス/赤

格上のブドウを2016年は
お求めやすい価格に！これはお買い得！
格上のブドウを2016年は
お求めやすい価格に！これはお買い得！

人気生産者初の試み！2016年だけなんとコート・ド・ニュイ・ブランのブド
ウをACブルゴーニュに使するというなんとも贅沢な1本！もしかしたら今
年だけかも知れない?特別なキュヴェです。味わいはミネラル溢れる美し
い透明感と、程よく効いた樽の風味のバランスが絶妙！リピーターのお客
様も多い人気銘柄！ぜひお見逃しなく！

109209888

ルー・デュモン ブルゴーニュ・ブラン 
ニュメロ・ドゥー ２０１６

フランス/白

通常価格 3,900 円 →3,500 円（税抜）

通常価格 6,000 円 →3,500 円（税抜）

通常価格 5,770 円 →5,500 円（税抜） 通常価格 3,400 円 →3,170 円（税抜）

人気日本酒造のもう造られない珠玉の限定品！人気日本酒造のもう造られない珠玉の限定品！

青森県弘前市に蔵を構える超人気銘柄「豊盃」の限定品、機械
の力を一切借りず、酒袋から一滴づつ自然の力で落ちてくる雫
酒のみを集め、鑑評会に出品するために夜を徹して仕込まれる
最高峰の大吟醸「つるし酒」です。原料米には、酒造好適米「山田
錦」を全量に使用、自社精米で４０％まで丁寧に磨き上げた大吟
醸の醪から袋吊りにて自然に滴り落ちる綺麗な雫酒だけを集
め、最も品質が高い中取りだけを採取した希少品です。そして、
春に絞られた酒を瓶貯蔵で低温熟成、落ち着きと旨味を引き出
してから蔵出しされます。その年により数量が異なる限定品で
す。大吟醸の風格漂う華やかな吟醸香、口当たり柔らかく、クリアな酒質の中に上品な含
み香と優しい旨みが心地良く広がり、ふくらみ過ぎずスッと消えていくエレガントな味わ
いです。香りから想像するイメージよりスッキリとした味わいですが、喉越し滑らかでキレ
も程よく、飲むほどに旨さを増していく絶品です。その丁寧な造りから生まれる繊細でバ
ランスの良い香味は、より高い水準を目指した渾身の大吟醸。和みのある至福の逸品を
ご賞味ください。 

109202800

豊盃 大吟醸 つるし酒

日本

アルゼンチンワインの将来を感じる
バイヤーオススメの1本！
アルゼンチンワインの将来を感じる
バイヤーオススメの1本！

アルゼンチンの中でも唯一無二の産地カルチャキ・ヴァレーの魅力を余すこ
となく表現しているのがこのワインと言っても過言ではありません！マルベッ
ク主体の3種類のブドウを使用。朝の早い時間か、夜の涼しい時間に手摘
みで収穫。品種ごとに醸造し、フレンチオーク樽で18ヶ月熟成後にブレンド
しています。プラムの香りと、コーヒーやタバコのニュアンスが漂い、品種そ
れぞれの個性を上手にまとめあげた品のある味わいに仕上がっています。
余韻も長く、じっくり味わっていただきたい1本です！今が飲み頃の2012年！
数量限定価格です。

109207959

エル・エステコ アルティムス マルベック ２０１２

アルゼンチン／赤

肌を温めるナパ・カベルネが期間限定価格で入荷！！肌を温めるナパ・カベルネが期間限定価格で入荷！！

ナパを中心にワインを造っているプレシジョン・ワインの創設者であり、ワ
インメーカーでもあるトレバー・シーハン氏。生育シーズンが長いカリスト
ガ、クラシックなココアとコーヒーの特徴をもつラザフォード・ベンチ地区、
マヤカマス山脈にある畑のブドウの３つの地区のブドウをブレンドした、カ
ベルネ・ソーヴィニョン100％。今すぐに楽しめて、口中を満たすフレーバー
に質感とリッチなテクスチャーを与える充分に熟したタンニンが高級感を
演出するワインです。心の芯から温かくなるような濃厚なカベルネがお好
きな方にお勧めの一本です！期間限定での特別価格！

109300362

スポットライト カベルネ・ソーヴィニヨン・
ナパ・ヴァレー 2015

アメリカ/赤

②通常価格 21,000 円 →18,900 円①③通常価格 25,000 円 →22,500 円10oz 6脚 通常価格 6,000 円（1脚 1,000円） →5,400 円（税抜）

15oz 6脚 通常価格 6,600 円（1脚 1,100円） →5,940 円（税抜）

冷蔵品

10%OFF 名入れ通常価格
2,000円→1,000円
※ご注文後（決済後）
　約3週間かかります。

ブルーチーズ好きの皆様！この機会に是非召し上がって
みてください！１２個だけお試し価格でご紹介できます！
ブルーチーズ好きの皆様！この機会に是非召し上がって
みてください！１２個だけお試し価格でご紹介できます！

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 3,640 円 →

数量限定

数量限定

数量限定イタリア/赤109300268 イタリア/オレンジ

旨味凝縮！栗樽熟成のオレンジワイン！
アヨラ ビアンコ・マチェラート 2017

109209488

4

プーリア州のプレミアム級プリミティーヴォ！
ジャンフランコ・フィノ 　
プリミティーヴォ・ディ・マンドゥーリア “セ” 2017
2004年よりワイン造りを始めたジャンフランコ・フィノ。それ以前はイタリアの食文化に多大な影響を与えた「神様」ルイジ・ヴェロネッ
リの片腕として、ヴェロネッリのオリーブオイルガイド作成をコーディネートし、オリーブオイルの専門家として活躍。ワイン造りでもその
能力は高く、彼の造るフラッグシップワインの『エス』は「イタリア赤ワインTop100」にて4度も1位を獲得する実力。このワイン『セ』
は、平均樹齢5年の若い畑から造られますが、収穫後の醸造工程は新樽率以外『エス』と同じ工程をたどっており、『エス』に近いクオリ
ティのプリミティーヴォです。『Se』とはフロイトの弟子である心理学者ユングの提唱する概念「自己（Self）」の意。ユングはこの「自己」
が心の一番中心にあるものとし、この「自己」の働きに
より自分が自分らしく生きられるのだと考えました。

109209917 フランス/泡

フランス/白

フランス/白

大人気！ミレジメとは思えないコストパフォーマンス！
ノーベル賞でも使用されたガストン・シケ！
ガストン・シケ ブリュット オール・プルミエ・クリュ 2008

109209807 フランス/赤

フランス/赤

まだありました！間違いの無い正統派ブルゴーニュ生産者の
優年2015年！
ジャン・グリヴォ ヴォーヌ・ロマネ 2015

フランス/赤109206510

やっと見つけた！カベルネ主体の熟成ボルドー！美味です！
シャトー・モーカン 2002
熟成したボルドーワイン。寒い季節に美味しいですよね。今回は17年熟成し
たオー･メドックのカベルネ・ソーヴィニヨンがこの季節にオススメ！ 力強さより
も柔らかくシルキー。熟成を迎えたしっとりとしたボディが印象的で果実味や
アルコール感も落ち着いていますので、あまり濃いワインが苦手な方にもオ
ススメできます。ステーキやすき焼きなどのお肉料理、またキノコをふんだん
に使用したお料理におすすめ！今が飲み頃の1本です！

109300111

アメリカファンにもオススメ！ローヌ良年の2003年！
熟成ヴァケラスが驚きの価格！
パスカル ヴァケラス 2003
ヴァケラス。ワイン資格をお持ちでないと聞きなれない土地ではないでしょう
か…？シャトーヌフ・デュ・パプとジゴンダスに挟まれたＡＯＣです。日本ではワイ
ンに凝ったフレンチなどにしかオンリストされていないかもしれませんが、高い
日照量からの濃厚な果実は人気でお値段も比較的にみると良心的です。今回
は南ローヌの当たり年の一つ2003年のヴァケラスが入荷！まだ力強い濃厚な
味わいは冬の季節に嬉しいです。熟成由来の風味も
交わり、複雑さもお楽しみ下さい！ 3,200 円（税抜）

109209478

名門の革新的な1本！ドライ・シャルドネはこちら！
ルイ・ジャド スティール・シャルドネ 2016
150年以上の歴史を誇り、ブルゴーニュ全域をカバーする大ドメーヌであり、
栽培から醸造までを行うルイ・ジャド。ブルゴーニュ産シャルドネを100％ステ
ンレスタンクで醸造し、いきいきとしたミネラル、爽やかな味わいのシャルドネ
が誕生しました。マコネ地方のミネラルを、コート・シャロネーズのフルー
ティー、コート・ドールはボディと コク深さをワインに与え、バランス良く調和。
老舗の新たなるキュヴェをお見逃しなく！

109209518

シャブリの2013年！しかもパカレ！お買い得です！
フィリップ・パカレ シャブリ・1ER・CRU 
ボーロワ 2013
店長イチオシの“2013年のシャブリ”から大人気生産者パカレの一級畑をご紹
介。ブルゴーニュきってのカリスマ生産者のシャブリも実は美味しいのです！2013
年のシャブリは他の地方とは異なり、ユニークな柔らかさ、少し甘やかな香りと円
やかな味を兼ね備えたテクスチャーが魅力的。パカレならではの透明感のある美
しい味わい…。美味です。インポーターの在庫も少なくなってきていますので、ぜ
ひこの機会をお見逃しなく！

3,300 円（税抜）

フランス/白109207618

もはやグランクリュレベル！
ブルーノ・コランのアンレミリー2015年がやっぱりすごい！
ブルーノ・コラン シャサーニュ・モンラッシェ 
1er Cru アン・レミリー 2015
現在、ブルゴーニュのマーケットをに賑わせている大人気生産"ブルーノ・コラ
ン"。当店でも高い人気を誇るのが、あのグラン・クリュである"シュヴァリエ・モ
ンラッシェ"に隣接するシャサーニュ・モンラッシェの一級畑"アン・レミリー"。
2015年の濃厚な果実味と豊富なミネラル。トップ生産者のみが表現できる
旨味溢れる味わい。少しずつ減少している2015年
ヴィンテージは本当におススメです！

アヨラはウンブリア州の銘醸地オルヴィエートに位置する生産者。レ・コステやカン
ティーナ・ジャルディーノのもとでワイン造りを行った経歴を持ち、ヤコポ、友人のジジと
トリシアの３人でワイナリーを運営。栗の800L樽にて3-4週間のマセラシオン、同容器内
8ヶ月熟成。ブロンズがかったゴールド。完熟した黄色い果実や蜂蜜などの甘い香りに
爽やかなハーブや硬質なミネラル。マセラシオンした分味わいにも厚みがあり、余韻も
長く感じられます。醸造中はもちろん、瓶詰め前にもSO2は一切添加しません。2018年
8月瓶詰め。<ブドウ品種：プロカ
ニコ100％（樹齢50～70年）> 3,950 円（税抜）

2,700 円（税抜）

イタリア/赤

ロアーニャでしか味わえない柔らかいランゲ・ロッソ！
ロアーニャ ランゲ D.O.C. ロッソ 2013

109300271

1800年代後半より続くロアーニャの歴史。「100年前から何も変えていな
い。今後も変わらない。ワイン造りの哲学というより、人生の選択だ！」との考
えにより、畑では化学肥料は勿論、有機肥料も一度も使ったことがありませ
ん。このランゲ・ロッソのワインと、上級クラスのバローロ、バルバレスコの違
いは樹齢だけ。樹齢20年以下のブドウ樹は根がまだ短く、複雑味を帯びるこ
とは不可能だから。2/3は『ピラ』畑、1/3は『パイエ』畑の葡萄を使用。

4,950 円（税抜）

イタリア/泡白

瓶内2次発酵！熟成期間60ヶ月以上の極上スプマンテ！
ヴェレノージ グラン・キュヴェ ヴェレノージ 2012

109300270

マルケ州にはメトド・クラシコのスプマンテに対する D. O. C.、 D. O. C. G.な
どの格付けがないため、造ろうとする人はほとんどいませんでした。しかし、
この生産者ヴェレノージはシャンパーニュ製法によるスプマンテが造りたい
と考え、葡萄（ピノ）を植えるところからスタートしました。とてもきめ細かな小
さな泡と、黄色い果実、アプリコット、そしてパンやクッキー、ハチミツの風味
がたっぷりと楽しめます。天然酵母で発酵。<ブドウ品種：シャルドネ70％/ピ
ノ・ノワール30％> 3,000 円（税抜）

13,500 円（税抜）

当店イチオシのガストン・シケの2008年が少なくなってきました！日本ではあ
まり聞きなれない生産者ですが、2013年ではノーベル賞の晩餐会で使用さ
れるほど、実力派の生産者のひとりです。フレッシュでありながら、複雑味や著
名な白ワインを連想させるコクと飲みごたえはヴィンテージの素晴らしさと丁
寧な仕事ぶりからでしょう。2008年のシャンパーニュは本当に買いです！

7,800 円（税抜）

イタリア/白109208376

女性醸造家によるエトナの癒し系ナチュラルワイン！
ヴィーノ・ディ・アンナ パルメント・ビアンコ 2018

マルク・デ・グラツィアやアンドレア・フランケッティ、フランク・コーネリッセンなど、幅広くワインに
携わってきた人間が、自身のワインを造るために辿り着く場所が『エトナ』。ヴィーノ・ディ・アンナの
アンナ・マルテンスもその一人。栽培には、除草剤や農薬は一切不使用で有機栽培。醸造でも野生
酵母のみでの発酵、醸造中の人的介入は最低限、瓶詰め時はSO2不使用、無濾過・無清澄と、自
然なままでのワイン造りをポリシーとしています。この白は、グレカニコのみ1週間マセラシオン。
同容器内にてシュール・リーにて5ヶ月熟成。SO2は澱引き時に10mg/L添加、瓶詰め時は無添
加。<ブドウ品種：グレカニコ50％/カタラット
45％/ミネッラ、カリカンテ、インソリア計5％> 3,980 円（税抜）

当店でも高い人気を誇る実力派生産者“ジャン・グリヴォ”のフラッグシップと
いえるヴォーヌ・ロマネ。高いポテンシャルを持つ2015年ヴィンテージのご紹
介。名だたるグラン・クリュ,,一級畑を所有し、世界中で人気を博しているブル
ゴーニュきっての正統派老舗生産者として知られています。力強さと美しい
果実味としなやかな柔らかさが魅力的。ギフトの人気は高い人気を誇ります。
担当イチオシのピノ・ノワールです。

10,000 円（税抜）

数量限定

グレート・ヴィンテージ2008年

シャブリの隠れた良年！

大人気ブルゴーニュ！

蔵元に眠っていた熟成ヴァケラス！

グラン・クリュレベルのポテンシャル！

希少な熟成カベルネ！

辛口白ワインはこちら！

6,800 円（税抜）

通常価格 11,000 円 →

11,500 円（税抜）

通常価格 3,300 円 →

通常価格 5,200 円 →通常価格 4,560 円 →

通常価格 8,500 円 →

限定6本！

通常価格 4,540 円 →



109209991 スペイン/オレンジ

ロゼのようでロゼではないエレガントなオレンジワイン！
アルト・ランドン エンロサード・デ・アルト・ランドン 2018
アルト・ランドン」という名のこのワイナリーは、マドリッドから東に約150㎞にあ
るD.O.マンチュエラのエリアにあるブティック・ワイナリー。オーナーであり女性
醸造家のロサリア・モリーナ氏が造るワインはどのワインもストラクチャーに富
み、高い密度を持ちながらスムーズで好バランス。こちらのキュヴェはロゼのよ
うなオレンジワイン。透明感のある美しいピンク色。フラワリーなアロマと爽や
かなサクランボの味わい。アンフォラの香りと複雑に溶け込んだタンニン。後味
にほろ苦さも感じられる上質で
エレガントなオレンジワイン。

5

1,900 円（税抜）

スペイン/泡ロゼ

2,050 円（税抜）

期間限定価格！

オーストラリア/泡白109203803

西オーストラリア州の珍しい20ヶ月瓶熟したスパークリング！
カステリ チェックメイト スパークリング N.V.

ドイツ/白109209937

しっかりと酸の残った極上のデイリー・ピノ・グリ！
ヴィッラ・ヴォルフ ピノ・グリ 2018
モーゼル地方のカリスマ、ドクター・ローゼンがファルツに所有するワイナ
リー。温暖なファルツだからこそ造れる、ピノ系品種や赤ワインに力を入れ、
ベシッククラスや畑名入りクラスとも、リーズナブルながら品質も高く、コスト
パフォーマンスに優れたワインに贈られる賞を何度も受賞しています。厚みの
あるピノ・グリをしっかりと酸の残るように造り上げたこのワインは、醸造所の
ベストセラーの一つであり、看板ワイン！この価格帯でビックリする、素晴らし
いデイリーワイン！美味しいドイツのピノ・グリ、
1本いかがでしょうか？ 2,000 円（税抜）

限定区画『007』のカベルネ！限定の90周年ボトル！
ペドロンチェリ・カベルネ・ソーヴィニヨン 
ブロック・007･エステート 2016
ソノマの老舗ワイナリー「ペドロンチェリ」が持つ105エーカーの自社畑の中で
18エーカーにカベルネを1960年初期から植えており、1992年に植え替えた
区画がこの「007」。カベルネの典型的な特徴である熟したプラムと黒スグリに
焦がしたオークの風味。タンニンもしっかりとあり凝縮した味わい！フレンチオー
ク＆アメリカンオークで17ヶ月熟成（新樽率30％）毎日飲んでも裏切らないコス
トバリューのワイナリー。この年
だけの90周年特別ボトル！ 3,580 円（税抜）

アメリカ/赤

オーストラリア/赤

ワイナリーの創設者であり、オーストラリアで最も有名なワイン産地バロッサ・
ヴァレーを救った伝説の男ピーター・レーマン氏への敬意をこめて、若いワイン
メーカー達によって作られたワインです。鮮烈なチェリーとダークフルーツのアロ
マ。フレンチオークとアメリカンオークで１２カ月熟成することで、甘いチョコとモ
カのノート、樽のニュアンスがバランスよく感じられます。濃厚でコクのある味わ
い、長時間かけてローストされたお肉や和牛ステーキがよく合います。ワインの
季節にふさわしい果実の凝縮感があるフルボディワイン！

109009702

甘いチョコとモカのノート、凝縮感があるフルボディワイン！
ピーター・レーマン バロッサ シラーズ

2,800 円（税抜）

南アフリカ/白

1928年設立、ステレンボシュ地区の名門。ネルソン・マンデラ元大統領の誕
生日会に供されたワイナリーとしても知られ、2012年ロンドンオリンピック
公式提供ワインに選出され、世界で話題になりました。栽培家のコビーと醸
造家のターティスは仲良し兄弟。紳士的で常にプロフェッショナルを感じさせ
る2人が造るワインは南アフリカ随一です。中でも品質が高いのはシュナンブ
ラン。綺麗な酸が心地良く、まるで高級シャルドネを
思わすようなエレガントなワイン。

109300167

思わず「流石！」と唸る名門のシュナンブラン！
ステレンラスト オールド・ブッシュ・ヴァイン 
シュナン・ブラン 2017

3,300 円（税抜）

ニュージーランド/赤

木村滋久さんは2009年よりワイナリーを設立し、年々評価を高め数多くのファンを
魅了しています。近年ではロンドンのワインコンクールでも審査員を務めました。新
入荷のメルローは、産地や品種にとらわれず本当にいいものを厳選してリリースされ
る「セレクション・シリーズ」。ホークス・ベイのワイナリーで発酵まで仕上げられたワイ
ンを木村さんが厳選して入手。その後はキムラ・セラーズで徹底管理のもと、高品質
仏樽で8か月間の樽熟成(新樽20％)滑らかなタンニンと
ほんのりと甘みを感じる余韻が心地良いワインです！！

109209219

店頭試飲会でも大人気！木村さんが厳選したメルローが美味しい！
キムラ・セラーズ 　
ホークス・ベイ・メルロー 2018

イタリア・ラツィオ州出身のカステリ・サムが西オーストラリアの冷涼なグレー
トサザンに2007年に設立したワイナリー。冷涼な気候風土を生かし、スパー
クリングを作っているのですが、こだわりも強く瓶内二次発酵で20ヶ月以上
瓶熟させている西オーストラリアを代表するスパークリング。シャンパーニュ
製法由来のきめ細かい泡立ちに、ブリオッシュやナッツの香ばしさと旨みを
しっかりと感じます。唯一無二の味わいを是非感じてください！

3,140 円（税抜）

2,600 円（税抜）

通常価格 2,200 円 →

通常価格 2,000 円 →

通常価格 3,900 円 →

109300213 109107645アメリカ/白

抜群の美味！ナパ・ヴァレー最高峰の名門ワイナリー！
ロング・メドー・ランチ ファームステッド 
シャルドネ・ナパ・ヴァレー 2017
ナパ・ヴァレーに本拠地を置き、家族経営でプレミアムワインを生産するロン
グ・メドー・ランチ。オリーブ果樹園や養蜂場も営み、ナパ随一のレストランも
経営する名門一家。環境保全にも力を入れ今後ますます注目を集めるワイナ
リーです。サンパブロ湾に近い冷涼な気候の農園で育てれられたシャルドネ
をクラシカルに醸造。南国の果実やマイヤーレモンのアロマ、豊かなボディは
ディナーを華やかにして、美しい
酸が料理を引き立てます。 3,300 円（税抜）

通常価格 3,980 円 →

109300251 アメリカ/赤

ストルプマンの新作は愛すべきサンジョヴェーゼ！
ストルプマン・ヴィンヤード ラブ・ユー・バンチ 2018
1993年頃にトム・ストルプマンが長らく探していた石灰質土壌をサンタ・イネズ・
ヴァレーで見つけ、同地に畑を購入し、以来、最高のブドウを作る事を目標に栽培
してきました。同地では、ライムストーンが地中90ｍほどのところまで続いている
ので、根が地中まで深く伸び、灌漑をせずに、水分や栄養を蓄える事ができます。
カリフォルニアでは、今、主要品種以外に、イタリア品種や樹齢の古いオルタナ
ティヴ品種が大人気です。このストルプマンのサンジョヴェーゼも流行りだけでは
終わらない素晴しい味わい！少し
冷やしてお召し上がりください。 3,780 円（税抜）

柔らかで優しい味わい！グイグイ飲んでしまいそう！
ビーニャ・イハルバ 
①テンプラニーリョ 2018 ②ビウラ2018

①109209990  ②109209989

ビーニャ・イハルバはラ・リオハの中心、ログローニョに位置し、1994年にリ
オハ自治州において初めてオーガニックの認証を取得したワイナリーでもあ
ります。①テンプラニーリョ100%の活き活きとしたライト～ミディアムボディ
の赤ワイン。赤いフルーツの香り、柔らかで優しいタンニンと果実味のバラン
スが抜群。ハモン・セラーノや味付けの濃すぎない肉料理とご一緒に！②こち

らはビウラ(マカベオ)100%。味わいはフレッシュで辛口、酸のバランスがとても心地よい良い軽
めの白ワイン。カルパッチョやグリーンサ
ラダなど軽めの料理とどうぞ。

① ② スペイン/①赤・②白

通常価格 各2,500 円 → 各2,300 円（税抜）

109300004

ガルナッチャから造られるロゼ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・ロゼ N.V.
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、瓶内二次発酵は24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。このロゼは美しいサーモンピンクの外観。清潔感あるフルーツやレッ
ドベリーの深さ。クリーミーな泡
と熟成の完成度の高い味わい。 

通常価格 3,800 円 →

ディナーにふさわしい
甘美あふれる上品な果実味の美しいロゼ！！
ビリキーノ ヴァン・グリ 2017
樹齢100年のグルナッシュ、同120年のサンソーが深く長い余韻を与える。
グルナッシュだけはフレンチオークで醗酵され、骨格のあるほのかなタンニン
を獲得。淡麗で自然な、やわらかな柑橘系の酸、ローズヒップにスミレの花、
野性味のあるハーブ。「甘い生活」と美味しいロゼワインは、いつも一緒にあ
るものです。少し甘めで香りがとても豊かですので、デザートやフルーツなど
と一緒に味わうととても幸せな気持ちになります！ 3,000 円（税抜）

アメリカ/ロゼ109104867プレゼントにおすすめ！

2019年発売「新商品」



冷蔵品

冷凍品

限定60個
品薄のため、お一人様3点までとさせて頂きます

※冷凍品につき
配送はできませ
ん。店頭のみでの
販売とさせていた
だいております。

① ②

一度は食べて欲しい！ 本気の食材揃ってます！一度は食べて欲しい！ 本気の食材揃ってます！
ワインに合わないわけがない！
絶品カニ爪のアヒージョ
カニ爪のアヒージョ

毎年人気のローズメイシリーズより今年は栗のペース
トが登場しました！ホクホクほっこりとした食感で栗の
香りが高い和栗のペーストとコクがあってしっかりと
した味わいの洋栗のマロングラッセを混ぜ合わせた
究極の逸品。和栗のなめらかさと洋栗のツブツブ感
が絶妙なバランスなんです♪トーストに塗ったり、紅
茶に合わせても美味しいのはもちろんですが、ブルー
チーズ（特にシャロプ
シャーブルー）と合わせる
と悶絶ものです！ぜひおた
めしください。
こちらの商品は、季節限
定商品のためなくなり次
第終了となります。

テレビや雑誌で大人気
のカズチーが当店でも
販売可能になりました。
高品質の数の子を取り
扱う井原水産が辿り着
いたチーズと数の子の
最高のマリアージュ。数
の子のポリポリ感とチー
ズのねっとり感がたまら
なく美味しい虜になるこ
と間違いなしの逸品で
す。一度食べたら、誰か
に紹介したくなる衝撃の
おいしさです。

気仙沼から希少なDeep Sea Red Crab（マルズワイガニ）を
届けるカネダイよりカニ爪のアヒージョを新入荷です！約40年
ほど前から南半球アフリカのナミビア国の沖合に船を出し、マ
ルズワイガニの流通の難しさ、漁の難しさから他社が撤退して
いく中、諦めずに漁をつづけてきた会社です。カネダイがこだ
わり続けたマルズワイガニは毛ガニのような強い甘み、大型タ
ラバガニのような身の弾力、ボリューミーな食べ応え。人気の
蟹のいいとこ取りをしたような、絶品の味わいが特徴です。水
揚げ後、鮮度を損なわないよう、船上で１時間以内にボイル・急
速凍結した自社水揚げの
Deep-Sea-Red-Crabを使
用した商品はどれも最高で
す。アヒージョはお好みで具
材を足してパスタやアクア
パッツアにアレンジすること
も可能です。最後の１滴まで
是非お楽しみください！

498 円（税抜）

今年収穫されたぶどうの搾りかすに
たっぷり漬け込んだ
酔っ払いチーズはいかがですか？
テストゥン・バローロ
パーティのテストゥン・バローロは美味しい！と毎年お
褒めの言葉を頂くのですが、その秘密は・・・。
当店のためだけに、ワンホールをイタリアから仕入れ、
馴染みのチーズ屋さんにカットしてもらいすぐに店頭
で販売しているので、ワインの風味も抜けませんし、
搾りかすまで食べれちゃ
うんです♪今年も、ボ
ジョレーヌーボーの解禁
とともに、販売しますの
で、今年収穫されたぶど
うの搾りかすがたっぷり
ついた、チーズが酔っぱ
らうまでたっぷりバロー
ロに漬け込まれたテス
トゥン・バローロ、ぜひご
賞味ください。

150g 1,540 円（税抜）

307001422 イタリア

一匙でお味がバッチリ決まります！
自然栽培
塩にんにく ペースト
岐阜県の高山市で栽培される農薬、肥料を使
わない自然栽培のニンニクをお料理に便利な
ペースト状にし、お塩を加えました！ごま油やお
ネギを加えて塩だれを作るのがおすすめです！
お肉やお野菜が一瞬でなくなっちゃいますよ！
お料理にひとさじちょい足ししても、ロースト
ビーフなどお肉に直接のせてもおすすめです！

今年は栗！！ 和栗と洋栗の絶妙な
バランスが栗好きを虜にします！
ローズメイ
栗の極み（ペースト）

304100345 日本

304100339 日本

304100363 日本 304100305 日本 304100304 日本

ついにパーティでも
販売可能になりました！
衝撃のマリアージュを体験ください！
井原水産 カズチー

1,000mℓ 1,680 円（税抜）

アーモンドてこんなに美味しいの！？
その味はまさしく「アーモンドの女王」！
スペイン産マルコナアーモンド
①無塩②有塩
マルコナ品種のアーモンドは、平たく丸みを帯びたかわいら
しい形をしておりますが、豊かな風味と深い味わいは他の
アーモンドと比べ別格です。特にスペイン産のマルコナアー
モンドはアーモンドの女王と呼ばれ、市場で最も高値で取引
されています。他のアーモンドよりも軽やかな歯ごたえなの
ですが、ナッツ本来の甘みとうまみの余韻が長い。そして無
塩とは思えないほのかな塩味させも感じます。初めて食べ
た時の衝撃が忘れられない
です。当初は無塩のみの入
荷予定でしたが、有塩もあま
りにも美味しかったので、こ
の度同時に入荷いたしまし
た。ぜひこの機会にアーモン
ドの女王の美味しさを堪能
してください。

304100336, 304100337 スペイン307001322 フランス304100365 イタリア

今年も人気のアプリコットジュースが
やってまいりました！
ネクターダブリコ2019
フランス・コート・デュ・ローヌ地方で作られるアプリ
コットネクターです。作り手は「レ・サブール・ルトル
ベ」。ルトルベは農作物の消費スタイルをより良いもの
にしようと願う二人の若い農家によって、2014年に
設立されました。まだ歴史は浅いもの
の、その生産方法は極めて職人的で
す。ネクターの生産に適したアプリコッ
トを栽培し、十分に熟してから手作業で
収穫します。果実を丁寧に洗い、種子を
取り除いてから、残った果実を細かく破
砕してペースト状にします。搾ったアプ
リコットに水を加え、味を調えるためだ
けの極少量の砂糖を加えて、殺菌して
から瓶詰します。もちろん着色料や保
存料、香料などは一切使われておりま
せん。昨年は当店でも好評いただき、
今年も待望の入荷です！

180g 480 円（税抜） ①900 円（税抜）  ②800 円（税抜）

これからの季節に大活躍！
イタリアのパイケースです
ボローバンボローバン
北イタリアのエレガントな美食の都トリノで、パ
イ生地を使ったお菓子やクロワッサンを得意と
してきたラスフォーリア。
選り抜きのイタリア特産の素材を用い、人工的
な添加物を使うことなく、職人技が生きる焼き
上がりのおいしさで頭角を現してきました。特に
小麦粉からこだわったボローバンでは、お客様
自身がアレンジして楽しめる新たな食の領域を
ひらきました。
中に入れる具材次第でどのような形にもお使い
いただけます
よ！スモーク
サ ー モ ン や
チーズを詰め
たり、フルーツ
やカレーなども
おすすめです！

60g 900 円（税抜）

粒の存在感に驚かされます！
秋田県で作られる
国産無添加粒マスタード
No.３００ 国産無添加
粒マスタード
北海道の十勝平野で数年間かけて栽培方法から
試行錯誤を重ねて改良した希少なマスタードシード
を男鹿半島の天然の塩、秋田県の横手市産リンゴ
１００％のシードル、同じく秋田の米酢を使用し完全
無添加のこだわりの希少な粒マスタードが誕生し
ました！粒がとても大きく、口に入れるとその存在感
とプチプチとはじける食感
に驚かされます。白出汁と
あわせて千切りにした山
芋に乗せて和風に仕上げ
たり、ポテトサラダのアク
セントにしたり、アレンジも
ききますよ！
絶対また食べたくなる粒マ
スタードです！

85g 1,540 円（税抜）200g 1,000 円（税抜）

1,380 円（税抜）
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15,000 円（税抜）

各1,400 円（税抜） 各1,000 円（税抜）

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

在庫限りで終了

数量限定

10％OFF

402003352 NEW!

①4,800 円（税抜）  ②5,200 円（税抜）
個体差がございますので写真と店舗在庫は異なります。
ご了承くださいませ。

①1,900 円（税抜）  ②2,400 円（税抜）

持っておいて損は無し！ 便利な雑貨です！持っておいて損は無し！ 便利な雑貨です！
コレクションに
ぴったりの大きいサイズ、
ブラックフレームがクールな印象です
ミュズレトレイ81個収納
お気に入りのミュズレを美しく収納し飾る為のグッズ、
オランダの額縁業者“DEKNDT”が手掛けたミュズレ
トレイ。こちらは壁に掛けるよりもコレクションボート
のようにアート感覚で重宝できそう。取っ手があるユ
ニークなタイプで持ち運びも楽にできます。
（サイズ：417x414xH59mm）

1,600 円（税抜）

ミャオウ ボトルストッパー
①ホワイト ②ブラック
人気の猫グッズお探しの方にオススメ！キュートなワイ
ングッズが当店にラインナップしました。
ちょっぴりツンデレ風なデザインが猫好きにはたまり
ません♪飲みかけのワインボトルのボトルストッパー。
次に飲むとき、その
可愛らしさにまた癒
されちゃいます。
ご利用時ワインボト
ルは横に寝かさな
いで下さい。
(液漏れ防止の為)

①402002017 ②402002018 ③402002020 ④402002019 オーストリア ドイツ

研ぎ澄まされたリーデル社
最高峰のハンドメイドグラス！

①407001769 ②407001688

すらりとした猫が可愛らしい
ワインボトルストッパー

リーデルソムリエシリーズ
①ボルドー・グランクリュ
②ブルゴーニュ・グラン・クリュ
③ヴィンテージ・シャンパーニュ
④ボルドー・シャブリ兼用

ソムリエシリーズのグラスは
オーストリアのリーデル本社
に隣接する工房で熟練の職
人によって創られたハンドメ
イドグラスです。その圧倒的
な存在感、極めて薄く非常
ににシンプルな美しさはし
みじみと見惚れてしまう程
です。とっておきのワインを
開ける時や、大切な人への
ギフトにも相応しい逸品。ワ
インを楽しむ時間を一層豊
かにしてくれる最高のグラ
スです。ギフトボックス付

407001657, 402003442

カラフルハットと王冠で
にぎやかにＬｅｔ’ｓ Party！

407001780

ワインを開けるのが楽しくなる、
かわいいワインオープナー♪

①パーティーハット ８個セット
②ミニクラウン 8個セット
紙製のミニコーンハットとキラキラのラメが

ついたミニ王冠。お子様
から大人まで皆でかぶれ
ば一気にパーティーらしく
なります。ディスプレイと
してお部屋に飾ってもか
わいいです。各4種類の
色が2個ずつ入ってます。

3,000 円（税抜）

ワインハウンド
コルクスクリュー
大きな耳が可愛らしいハウンドドッグのワインオープ
ナー。シューズの底はフォイルカッターになっており、
シルクハットのコルクスクリューをねじ込むと耳が上が
り思わず微笑んでしまいます。使わない時でもキッチ
ンなどに飾ってしっかり立って出番を待ってくれます。
W64×D68×H147

一度使ったら他のは使えません！
驚くほどキレイに拭ける
メイド・イン・ジャパンのグラス拭き
BIRDY
①グラスタオル Mサイズ
②ラスタオル Lサイズ
バーテンダーの声をもと
に開発された新素材で
今までのグラス拭きのス
トレスが大幅に減る、素
晴らしいグラス拭きで
す！さっと拭くだけでス
ピード吸水、水垢やほこ
りもとれ二度拭きの手間
もありません。タオル自
体もとても丈夫に作られ
かなりの回数使用しても
問題なし！ぜひ一度体験
してみてください！

402003394, 402003395スロベニア 日本40203449

13,000 円（税抜）

ギフトシーズンにぴったり！
マットなブラックボックスに
入ったペアグラス
ジャンシスロビンソングラス
2脚セット

英 国 王 室 の セ
ラーワインアドバ
イザーでありマス
ターオブワインの
資格を有するワイ
ンジャーナリスト、
ジャンシス・ロビ

ンソン女史と世界的なプロダクトデザイナーにより開
発されたワイングラス。
”様々なワインに適応する一脚のワイングラス”をコン
セプトに作られています。
口当たりにストレスを感じない十分な薄さと、繊細過
ぎない全体のシルエットがモダンです。
（クリスタル製、無鉛）

①403002961 ②403002962407001772

飲みながらミニゲームができちゃう！
ゴラス アルバトラス
グラスでゴルフ！グラスにかかれた｢ホール｣まで、いか
に少ない回数
で水面に近づ
けられるかを競
います（笑）４つ
メモリがあるの
で、それぞれの
水面に近づけ
ていきましょ
う。水面がホー
ルより下になっ
てしまったらそ
の時点で失格
～※狙いすぎ
の一気飲みに
はご注意！！
（クリスタル製）

チェコ チュニジア

ミゾ付なので汁が出る
本格肉料理も安心！
溝付カッティングボード
①取っ手付 ②取っ手無
聖なる木として古代から選ばれてきたオリーブの木。
今もキッチン用品や小物などとして暮らしの中で大切
に使われています。木の良さを活かすよう、一つ一つ
丁寧に職人が作っています。形が定まっていないとこ
ろが味があって素敵です。使い勝手の良い取っ手付、
端まで使え
るワイルドな
取っ手無し、
どちらも魅
力的ですね！

①②23,000 円 →20,700 円（税抜）

特別価格通常価格 

③④17,000 円 →15,300 円（税抜）

特別価格通常価格 

① ②

① ②

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！！

空気中に含まれる無味、無臭、無
色の気体アルゴンは空気に含まれ
る窒素や酸素よりも重いためごく
少量の使用で酸素を遮断でき、ス
プレーのノズルを液面に近づけ
シュッと一吹き！安全簡単にワイン
の酸化が防げます。スパークリン
グワインや日本酒、その他食品に
幅広くご使用いただける優れもの
です！

1924年に北イタリアからワイン造り
の為にオーストラリアに移住したボル
トリ家。アッパーヤラヴァレーにあるシ
ングルヴィンヤードはとてつもなくア
ロマティックな風味を持ち合わせま
す。自然酵母により発酵（15％は全房
発酵）。フレンチオーク樽10ヶ月間熟
成。クランベリー、レッドカラントなど
の風味にブラックペッパー、メンソー
ルのヒント、エレガントな樽の風味が
バランス良く調和し、複雑さを与えて
います。オーストラリア国内のワイン
ショーでは、数々の賞を獲得するピ
ノ・ノワールです。【2019年グローバ
ル-ピノ・ノワール・マスターズ-ゴール
ド受賞】

2000年設立とまだ若いワイナリーで
すが、瞬く間にスター生産者となりま
した。特にブドウ栽培への意欲は強
く、低収量で樹齢の古いシュナン・ブ
ランとカベルネ・フランに特化したワ
イン造りを行っています。
このワインは南アフリカのカベルネフ
ラン１００％で作ったワインとしては最
高峰の1本。フランスのシャトー・シュ
バル・ブランにも匹敵すると評価され
ている、愛好家が必ず欲しがる特別
なワインです。
《ティムアトキン格付け一級生産者》

もともとは自家消費用に生産してい
たのですが、あまりに美味しすぎてリ
リースされたシードラ（シードル）！
生産者は美食の地として知られるス
ペイン・バスク地方で大人気のグリル
ミートレストランを経営するイウレタ
ゴイエナ家。その出来栄えの素晴らし
さからレストランでも振舞われていま
す。実際、少し熟成させたお肉とシー
ドルの相性は抜群で、存在感のある
酸味と発酵由来の香りが衝撃的にお
肉合うんです。
評判を聞きつけてお客さんが増え続
け、お店を拡張するまでに！

ピュリニー・モンラッシェを代表する生
産者"ブノワ・アント"。この生産者の人
気銘柄がなんとアリゴテ。なんとピュ
リニー村で育ったアリゴテを使用して
いるため、そのあたりの同品種とは、
格やスケール感が違います。少し還
元した香りは高級ブルゴーニュに共
通し、適度に効果的な酸味とミネラル
ははまさにエレガンスそのもの。ただ
酸っぱいだけのアリゴテとは違う本
格的な1本が限定入荷で登場！同生
産者のワインも入荷していますので
お見逃しなく！

長く使える相棒としてそろそろ１
台いかがでしょうか？
上下にスライドするニードルがコ
ルクを貫通。窒素ガスでワインを
押し出すことにより、コルクを抜
かずにワインが注げます。穴はす
ぐにふさがり、残りのワインは数
か月～数年もの長期間、酸化せ
ずにその状態を保つのです！
（窒素ガス２本セットは3,000円で販売中です）

実はさけるチーズ
は日本発祥のチー
ズなんです。どの
工房さんも手作り
でさけるチーズを
生産されているの
で、皆さん味わい
が違います。そし
て今回はその中で
も大変面白いラン
ランファームさんのさけるチーズをご紹介いたします。さ
けるチーズはストリングチーズをながーく伸ばして作る
ので、作り手によって形がまちまちになるそうなんです。
それをカットして販売するのが通常ですが、ランラン
ファームさんはカットすると、断面から旨みが逃げてしま
すので、カットせずそのまま販売することにしたそうなん
です。なので、旨みとミルクの甘みが濃い！召し上がる時
はお好きな長さにカットして、細かくさいて召し上がって
くださいね♪

この新漬けは、小豆島産のグリーンオリーブを実がまだ
熟さない9月～10月の間に採果し、渋抜きをした後3%
の塩水に漬けて作ります。もともと生産
量が少ない上にオリーブオイルの搾油
を優先させると、浅漬けの出荷が出来な
いこともある希少な逸品、季節限定の新
漬けオリーブです。サクサクとした食感
とさっぱりした美味しさはビールやワイ
ンなどのおつまみに最適です。また種を
抜き刻んでサラダに入れると風味が
あって美味しく食べられます！

寒い季節に身体を温めるホットワイ
ン。ドイツでは屋外で温め、マグカッ
プに入れてショッピングをしている海
外のお客様をもてなしたりします。こ
のグリューワインは赤ワインをベース
に砂糖、シナモン、オレンジ、クロー
ヴ、アニスなどのハーブを加えて造ら
れています。鍋に移して弱火で温める
他、カップなどに入れ替えて電子レン
ジで加熱しても手軽に楽しめます！沸
騰させずに温めるのが美味しく飲む
コツ。思わず笑ってしまうくらい、ホッ
とする美味しさです。

58,880 円（税抜）

6,800 円（税抜）

限定12本！

温めて飲むホットワインです♪

1,450 円（税抜）

680 円（税抜）

5,400 円（税抜）

ドイツ/赤

フランス/白109300266

109104094

3,500 円（税抜）
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シュテルンターラー
グリューワイン
（ホットワイン）

この季節になると飲みたくなる！
ドイツのホットワイン！！

304005086

小豆島オリーブ公園
オリーブ新漬け 2019

今年もこの季節がやってきました！
小豆島の「新漬け」オリーブです！

日本/小豆島

304000319

さけるチーズの概念が変わる
驚きのうまさです！

日本

109300254

ラーツ
ファミリー・カベルネ・フラン
2017

南アフリカでずば抜けた存在！
極上のカベルネフラン

南アフリカ/赤

407001808

コラヴァンモデル２エリート
シャンパンゴールド

コラヴァンのNEWカラー！！
華やかなシャンパンゴールドが登場です

ランランファーム
北海道十勝ながーいチーズ

デ・ボルトリ
ファイ ピノ・ノワール

ここまでのポテンシャルを秘めた
ピノには、なかなか出会えません！

アルゴン・ワインセーヴ・プロ

ワイン好きの必須アイテム！
手軽に酸化を防げるアルゴンガススプレー！

ブノワ・アント
ブルゴーニュ・アリゴテ 2016

アリゴテの最高峰の一つと称される、
ブルゴーニュきっての人気生産者！

109209982

イセタ
シードラ・エコロジカ
イセタ
シードラ・エコロジカ

バスク地方で造られる
極旨のシードルが新登場！

スペイン/シードル 109105431 オーストラリア/赤

402003461 オーストラリア

白ワインの長期マセラシ
オンをヨスコ・グラヴネル
やスタンコ・ラディコン、ダ
リオ・プリンチッチから学
び、その驚くべき完成度
の高さで今注目を集めて
いる生産者。エチケットが
表すとおり絶妙なバラン
ス感覚を持つ味わいで
す。フリウリは木製家具が
名産品で、そのフリウリの
特徴的な椅子の背にバランスをとる少年。これは生産者
のワイン造りの思想を表しています。『椅子の上でバラ
ンスをとるのは難しいが、危険を冒してでも難しい事に
挑戦すべき。そうすれば高い位置に目線がいき、将来を
見渡すことができる』という考え。
除草剤も防虫剤も一切使用しない完全な自然農法によ
り、リボッラ・ジャッラのはっきりとした輪郭を感じること
ができます。
<ブドウ品種：リボッラ・ジャッラ100％>

数量限定

数量限定入荷

4,300 円（税抜） 7,800 円（税抜）

1,500 円（税抜）

イタリア/オレンジ109207323

ロンコ・セヴェロ　
リボッラ・ジャッラ
デッレ・ヴェネツィエ
I.G.T. 2015

グラヴネル＆ラディコンに学び
進化する･･･驚くべき完成度！

750 円（税抜）


