PARTY S NEWS 100号記念！このDMが届いている方限定！
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100

オーパス・ワンやシャンパーニュ、
シャトー・ラギオールが当たる抽選会を開催します！
抽選券を店頭のBOXにお入れください♪

Vol.

WINE MARKETPARTY ネットショップ
※ネットショップでもご購入いただけます
（一部対象外あり）
※メールマガジンのご登録はコチラから
PARTY 恵比寿

検索

送料無料

Instagram

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

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

109304708

最新情報はこちら

フランス/赤

店舗会員カードの有効期限につきまして 会員カードのポイントの有効期限は最終ご利用日から13ヶ
月となります。13ヶ月間一度もご利用が無い場合、
ポイントは失効となりますのでご注意ください。※以前の
会員カードには2年と記載されておりますが変更しております。皆様のご理解の程、
よろしくお願い致します。

限定

数量限定

Partyʼs News 100号記念!
眠らせていた100点取得のシャトーヌフ・デュ・パプ!

ル・クロ・デュ・カイユ シャトーヌフ・
デュ・パプ・ラ・レゼルヴ・ルージュ2016

3

①304101309 ②304101310

本

イタリア

限定

数量限定

イタリア自然派ワインの巨匠が造る
極上オリーブオイル！

3

各

本

ヴァレンティーニ オーリオ・
エクストラヴェルジネ・ディ・オリーヴァ
2020 ①500ml ②750ml

シャトーヌフ・デュ・パプを牽引し、
ブルゴーニュ・ファンにも人気のあるル・クロ・デュ・カイユの
2016年はワイン・アドヴォケイトで100点を獲得した素晴らしい1本!一部にアンフォラを使用。
しなやかな味筋には定評があり、パーカー5つ星生産者として、高い評価を得る。少量生産のトッ イタリアワイン界で最高の生産者に数えられ、世
界の自然派生産者が崇拝するヴァレンティーニ。
プ銘柄!担当の虎の子の1銘柄をDM100号記念につき大放出!お見逃しなく!
彼の造るワインはイタリアで最も入手が困難とさ
れています。そんな偉大なヴァレンティーニが究
円（税込）
限定
極の自然農法で造る極上のオリーブオイルが限
定入荷しました！ノンフィルター、不純物を沈殿さ
109305714 イタリア/赤 数量限定
せ、上澄のみをビン詰めした贅沢品。なめらかで
本
上品な口当たりと口の中に広がる果実香、フィ
Partyʼs News 100号記念！ワイン・アドヴォケイト100点ブルネッロ！
ニッシュにはスパイシーで心地よい苦みを感じま
す。
ワイン同様に超入手困難な自然派オリーブオ
真のサンジョヴェーゼを求めるなら、
このワインでそれが分かるでしょう。
イルです。

23,100

6

ジャンニ・ブルネッリ
ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ 2016

①

ジャンニ・ブルネッリは、もともとシエナでレストランを経営していた料理人。
ラベルの絵は経営
していたレストランの常連であり、ハーバード大学の経済学者兼画家のリチャードM.グッドウィ
ンによるジャンニの母親エルヴィラをモデルにした肖像画。25-30hlのスラヴォニアンオーク樽
にて24-30ヶ月熟成。2016年はロバートパーカーのワインアドヴォケイト100点獲得。活力、生
命力、エネルギーに溢れた見事なワイン。真のサンジョヴェーゼを求めるならこのワインでそれ
が分かるでしょう。
ワイルドベリー、
ブルーフラワー、甘草が完璧に融合し、
ブーケ、口当たりの両
面で極めて高いレベルに達しています。
この価格でこの品質レベルに並ぶワインは皆無です。余
韻は非常に長く、
これから20年に渡って楽しめます。セラーで眠る時間の恩恵を受けて展開し、
さらに複雑な表情をみせてくれます。2025年〜2040年飲み頃。
日本ではあまり見かけないブ
ルネッロですがただ希少性があるというだけでなく、内に秘めたポテンシャルは計り知れませ
ん。手に入れておくべき1本です。
通常価格 32,560円→
円（税込）

28,600

限定

1

各

①

本

②

①109305883 ②109305887

アメリカ/赤

各1本ずつ！

特上畑の激レア品！フェルプス版最後のアイズリーと、
ヴィノス99点＆アドヴォケイト100点を獲得したアイズリー2016！
①ジョセフ・フェルプス カベルネ・ソーヴィニヨン
アイズリー・ヴィンヤード ナパ・ヴァレー 1991
②アイズリー・ヴィンヤード カベルネ・ソーヴィニヨン ナパ・ヴァレー2016

フランスのように格付けは存在していないものの、
ト・カロン、
マーサズ等々、
ナパには「特
級」と呼ぶにふさわしい畑がいくつかあります。
アイズリー・ヴィンヤードはその一つ。
ナパ
でも古くから銘醸畑として知られ、
リッジなどの名門がそのブドウを使用してきました。
1970年代からは名門ジョセフ・フェルプスがそのワインで一世を風靡。1990年にアロウ
ホ夫妻畑を購入され、翌1991年がアロウホ最初のVTGとなり、
またこの年はフェルプスが
最後にアイズリーを造ったプレミアムヴィンテージとなりました。故ジョセフが人生最後ま
で後悔したのが「アイズリーの畑を購入しなかったこと」とまで言った伝説もあり、愛好家
がこぞって欲しがる最後のフェルプス・アイズリー。各誌高評価の現アイズリートップ
VTG2016と1本ずつ入荷しました！
①

98,000円 ②99,000円 ※全て税込価格です。

枠の中に会員番号を記入いただき、10月30日(土)までにこの 抽選券 を
店頭レジ横の抽選ボックスに入れていただきましたら、エントリー完了です。
結果は、2021年10月31日(日) 17時〜Facebook-liveにて、公開抽選発表を行います。
是非、事前にWIME-MARKET-PARTY-Facebookページをフォローくださいませ。景品-●オーパス・ワン-1本-●テタンジェ-ノク
ターン 5本-●テタンジェ ブリュット 5本-●バルディビエソ-ブリュット3L 1本-●シャトー・ラギオール（ソムリエナイフ、
ケースなし、保
証書なし) 2本-などなど。参加者多数の場合は追加の予定もございます！

1

●会員番号はマジックペン、ボールペンなどでご記入ください。●当選後の商品の受け渡しは、店頭でのみ承ります。会員カードをご
持参の上、
ご来店くださいませ。●配送は承ることができませんので、何卒ご了承ください。●引き取り期限：2021年12月12日(日)
●Facebook liveで抽選会後、ホームページや店頭にも当選者の番号を記載します。
●ご不明な点がありましたら、
スタッフまでお声掛けください。

6,048円 ②7,020円

※全て税込価格です。

①109305815 ②109305816

日本

現品限り 5%OFF

希少なバックヴィンテージネコの2本セッ
ト

アル フィオーレネコシリーズ
①Cirol 2016&2017 2本セット
②Momo 2016&2017２本セット
毎年完売するタイミングが早まってきているファットリア-アル-フィ
オーレ人気のネコラベル。
シリーズは全７種類あるのですが、
ちょう
ど2ヴィンテージ揃っているのがCirol、Momoでしたので、今回限
りの2ヴィンテージセットを作りました。Cirolは華やかでアロマ
ティックな印象が強いキュヴェなのですが、2016は栃木県のメル
ローから造られたブランドノワール、めずらしい！Momoはベイリー
Ａ主体のロゼワイ
ン、
リリーズ直後の
甘酸っぱいニュア
ンスがどう変化し ①
②
ているのでしょう
か 。店 舗 に は
2019,2020もわ
ずかに在庫してま
す。
お早目に〜！

7,000円（税込）

①②通常価格 7,370円→ 各

季節商品のご案内♪
109209201 フランス/白

限定入荷!バックヴィンテージです!

109305819 フランス/シャンパーニュ 限定12本

泣く子も黙るRMのトップスター！
あのエグリ・ウーリエから、珍しいバック・ヴィンテージが入荷！

あのルフレーヴから嬉しいバックヴィンテージ!高評価の2017年!

ルフレーヴ マコン・ヴェルゼ 2017

エグリ・ウーリエ ブリュット・トラディション
グラン・クリュ N.V.（2018デゴルジュマン）

世界最高峰の白ワインの生産者として知られるフランス・ブルゴーニュ地
方のトップ生産者、ルフレーヴからバックヴィンテージが入荷しました!
2019年が発売開始となったばかりですが、同じ
タイミングに2017年の案内が!しかも価格も据
え置き…！ということで今回のDM用に12本
キープしておきました!フレッシュさが少し落ち
着き良質な果実を感じられます。あらゆるシー
ンに対応し、
ブルゴーニュきっての人気生産者
の実力を感じられる1本!ぜひお見逃しなく!

特級アンボネイ村に居を構え、
ピノ・ノワールの魔術師との呼び声高いRM（自社栽培＆自
社醸造）最高の生産者エグリ・ウーリエ。
スタンダード・キュヴェである、
トラディション・ブ
リュットは、
そのエグリらしさが存分に詰まった、
ファンには外すことのできない一本！リリー
スしてからすぐ売れてしまう人気商品の為、古いデゴルジュマンが出てくることは大変珍し
く、今飲んでもその本質を感じることができます。落ち着き始めた泡に、蜜の詰ったアプリ
コットらしさが心地よい、凝縮感のある一本。気温が下がり始めたこの時期の料理にピッタ
リ寄り添ってくれること間違いなしです！

5,500円（税込）

109300431 イタリア/オレンジ

通常価格 17,600円→
自然派ワイン！本数限定！

109305830 フランス/赤

生産本数約1500本！肩を組んで飲みたい希少なオレンジワイン！

限定6本

黒く輝くCH.タルボの100周年特別記念ボトル！

カンティーナ・ジアラ モンス・ロニ・カニタム
プーリア I.G.T. 2020

シャトー・タルボ 2018
100周年特別記念ボトル

2018ヴィンテージは、コルディエ家がオーナーとなってからちょうど
100年。CH.タルボは、
メドック公式格付第四級シャトー。サンジュリア
ン村の中で最も標高の高い場所に位置。畑の面積は約100ヘクター
ルとメドックで二番目の大きさ。
シャトー名はシェイクスピアの戯曲に
も登場する、15世紀のイギリス統治時代にサンジュリアン村のこの一
帯を治めていた「タルボ将軍」から。2018年は並外れたヴィンテー
ジ！繊細かつ磨かれたタンニンとストラクチャーチュア、
フィネス、そし
て凝縮感。それらが全体の風味のバランスを見事に整えています。
こ
の100周年記念ボトルには、
シャトー内部の梁とブドウの木が根を張
り巡らせる様子が描かれています。

昔ながらの自然な醸造にこだわった無濾過無清澄オレンジワイン。
ワイナリーの位
置するプーリア州アデルフィアは、1927年に統一されるまでの約千年間、
「モンス・
ロニ」と
「カニタム」という2つの地域に分かれおり統一後の地名アデルフィアはギ
リシャ語で「兄弟」の意。
ライバルであると同時に兄弟として手を取り合って共に歩
んできた自分の土地に敬意を払ったワイン名になっています。柑橘類やエキゾチッ
クなフルーツの果実香に地中海の草花、
スパイスの香り。醸造時SO2不使用、瓶詰
め時のみ極少量（15mg/ℓ）添加。生産本数約1,500本のみ。
プーリア州はアドリ
ア海に面し漁業が盛んで、日本と同じように新鮮な魚介を生で食べる事が多く、同
生産者のオレンジワイン「メルク」もタコと相性バッチリでした！こちらもぜひマリ
アージュを試してみたい1本。※カンティーナ・ジアラ全商品とも、無濾過・無成長で
の瓶詰めのため、瓶内に澱が浮いている場合がございます。予めご了承ください。
通常価格 4,180円→

16,280円（税込）

3,630円（税込）

14,300円（税込）

109305889 アメリカ/赤

109201855 南アフリカ/赤

通常サイズが即完売したセニスのマグナムバックヴィンテージが登場！ 秋に飲みたい！南アフリカの新時代を感じる極上のモダンカベルネ！

セニス マグナム 2013

クライン・ザルゼ・ワインズ ヴィンヤード・セレクション・
カベルネ・ソーヴィニヨン 2018

ソノマ地区で最高峰の作り手「ヴェリテ」はパーカーポイント100点を連
発する名門。
ケンダル・ジャクソンを設立したジェス・ジャクソンとピエー
ル・セランによって設立されました。
このセニス
（頂点という意）
はピエー
ルの娘エレーヌが醸造を手掛けるセカンドラインですが、
ヴェリテの片鱗
を感じさせる素晴らしいボルドーブレンドです。今回は現地生産が終了
しているセラーストックのバックヴィンテージマグナムが入荷しました。
芳醇な果実味のバランスが良く、長く余韻が残る秀逸な2013VTG。
こち
らは現地生産終了を伴う特別価格で、本来ならば倍近い価格がしてもお
かしくないクオリティのワインです。
通常価格 11,000円→
109305610

9,350円（税込）

日本/白

駒園・ヴィンヤード タオ・甲州・駒園・樽醗酵 2018

「駒園」とは創業前から甲州ブドウを栽培する自社園の
字名です。創業理念である「自然に寄り添うワイン造り」
を継承し、全ての銘柄に山梨県産原料ブドウを100%使
用する事に拘る日本ワイナリーとして、
自社畑を中心に
地元契約農家が丹精込めて育てたブドウを使用したワ
イン造りを行う小規模ワイナリー。山梨県甲州市塩山、
自社駒園圃場産のビオロジックの甲州をフレンチオー
ク樽で発酵・熟成。砂壌土で育つ豊かなミネラルと、華
やかな果実味。滑らかな酸とミネラルが、樽の香りと絶
妙に調和したワイン。

3,740円（税込）

日本/長野県

通常価格 2,750円→
①109210035 ②109210036

天地自然の理に寄り添うワイン造り
「Tao：道 」

304101306

1685年にステレンボッシュにて設立。厳密な地質調査や設備投資を重ね、南アフ
リカの権威あるワイン誌プラッターズにて「2020最優秀ワイナリー」に選出される
ほど、国内外の評価がうなぎ登りの生産者です。凝縮したブドウを徐梗後、伝統的
な開放桶で発酵し、
フレンチオークにて
（新樽40％）20ヶ月熟成。
ミントや杉、なめ
し革に、
しっかりと黒系果実のニュアンスもあり、ボルドーとカリフォルニアの中間
のワインを飲んでいるような感覚。
カベルネ・ソーヴィニヨンのローテーションに新
しいワインを入れたい方におすすめです！

白

ブルゴーニュ愛好家必飲！天才醸造家ベティッグ氏が造る極上ワイン入荷です！！

①ベティッグ ヴィーノ プエブロ ピノ・ノワール 2020
②ベティッグ ヴィーノ プエブロ シャルドネ 2020

チリワイン初となる100点満点ワインを3度生み出し、2016年には「世界最優秀醸造
家」にノミネート。2011、2017、2018年にはチリ最優秀醸造家に輝くという華々しい
功績をもつ今をときめく天才醸造家ベティッグ氏の造る偉大なブルゴーニュを彷彿とさ
せるワインが入荷です。
ピノ・ノワールとシャルドネに適したクールクライメットとして近
年大注目されている産地マジェ・コヴァレーにあるトライゲン村で栽培されたブドウをナ
イトハーベストし、
シャルドネはろ過を行わず旨味を最大限に保ちながらボトリング。
ピ
ノ・ノワールは一部全房発酵、長期シュール・リーを行うため複雑味と濃密さをもつワイ
ンになります。手掛けたワインで世界最高評価を獲得することで、チリでも世界レベルの
ピノ・ノワールとシャルドネが造れるということを証明した彼のワインは必飲ですよ！

季節限定のため亡くなり次第終了となります。

想像をはるかに超える美味しさ！全スタッフが絶賛した大人のための極上コンフィチュール

ラ フルティエール タケウチ プルーンオレンジ
コンフィチュール（グランマニエ入り）

チリ/赤

2,480円（税込）

2,640円（税込）

①②

①タンブラー407001878 ②フルート407001877 ①日本 ②スロバキア

アシンメトリーな淡路結び柄がプリントされたペアグラス

Tomi Label 水引グラスペアセット
①
①タンブラー ②フルート

②

厳選したもぎたて完熟プルーンと国産オレンジを丁寧に煮詰め
「グランマニエ」
を加え 70年続く老舗の硝子製品を扱う会社『富硝子』
造られた大人味のコンフィチュール。
開封した瞬間の華
「江戸硝子」に代表されるように地場産業でガ
やかなグランマニエの香りにまず心ときめくこと間違い
ラスが有名な町、江東区近辺にあります。
アシ
なし！オレンジの爽やかな酸味とジューシーな果汁がプ
ンメトリーにあしらわれた あわじ結び は結び
ルーンのみずみずしく濃厚な甘さとまじわり今まで食べ
きりの一種で、
両端を引っ張ると さらに強く結
たことないような絶妙な美味しさを体験できます。
甘さ
ばれる という意味もあります。
一度きりの御祝
控え目なので甘いのが苦手な方にも◎この美味しさは
いごと
【ご結婚御祝いや快気祝い】
に適しています。
使いやすいタンブラー型はドリンクを選びませ
大人にしかわからない極上の味わいと香りです！
んしストーン付きで可愛らしいので、
ご家庭用でも素敵だと思います＾＾ 専用BOX入り
120g

2

1,296円（税込）

3,630円（税込）②4,510円（税込）

①φ80xH107x360mℓ ②φ60xH195x190mℓ ①

数量限定のお得な商品をご紹介！
109002925 フランス/赤

バックヴィンテージ!人気の2015年!

スタッフ大絶賛!
またまた美味しい2015年のブルゴーニュが出てきました!

ドメーヌ・パラン ブルゴーニュ・ルージュ 2015
年末多くの反響を頂いたドメーヌ・パランのブルゴーニュ・ルージュ2015年
が再び入荷しました!以前より値上がりしてしまったのものの、
ジューシーで
華やかな味わいは健在!酸味は控えめなタイプのブルゴーニュなので食卓
のお料理にも合いやすいのも嬉しい!ブルゴーニュ・ファン以外にも試して
頂きたい1本です!
通常価格 3,960円→
109103830 イタリア/白

3,465円（税込）

数量限定

109305795 フランス/赤

同村きっての銘醸地モン・リュイザン!上部の村名クラスが特にオススメ!

ドメーヌ・ミシェル・マニャン モレ・サン・ドニ
モン・リュイザン 2018

モン・リュイザン といえばブルゴーニュ・ファンならおっ!と反応してしま
う区画名ですが、
このモン・リュイザンは標高350mに位置する村名クラス
のモン・リュイザンなのです。
ジュヴレ・シャンベルタンに地続きであり、特
級畑クロ・ド・ラ・ロッシュともご近所の高ロケーション。
ミシェルマニャンは
現在、
フレデリックが指揮を取り、積極的にビオディナミ農法を取り入れて
います。近年は熟成時に40％のジャー（素焼きの甕）
と、60％は木樽で熟
成。2018年のしっかりとした果実味との相性と、果実溢れるアロマと樽の
バランスが好評でした!これからの季節に飲みたいブルゴーニュです!
通常価格 8,250円→

ワインで旅行気分！
『世界遺産』
としても『ワイン』
としても人気のチンクエ・テッレ！

カンティーナ・チンクエ・テッレ D.O.C. チンクエ・テッレ 2019

世界遺産にも登録されている、
イタリアの観光地としても大変人気の『チンクエ・
テッレ』
。
今でこそ観光地となっていますが11世紀に要塞都市として生まれ、
隣の村
との交通手段にも船を使うという孤立した村でした。
通常ヴィニフェラ種を栽培す
る地は中性〜弱アルカリ性が良いとされていますがこの地の畑は弱酸性土壌。
他
のテロワールにて栽培すると青く苦味が出ることが多い土着品種ボスコは、
チンク
エ・テッレですと非常にアロマティックな蜂蜜のような甘みを持った葡萄となります。
収穫された葡萄は小さなカゴに入れられ、
モノレールを使い急勾配を登ってワイナ
リーまで。
それはお金儲けなどの欲の為ではなく、
この世界遺産の街 チンクエテッ
レ を守る為に、
皆が力を合わせて自然と行っている事であり、
このカンティーナが
無ければチンクエテッレが無くなってしまう程、
地元に貢献し大きな役割を担って
おります。
ワインは、
透明感があり、
市場のニーズにあったモダンな造り。
コストパ
フォーマンスを競うベーレベーネ・ローコストにて、
リグーリア州を代表するお買い
得ワインを獲得したこともあるこの地の代表的な白ワインです！今回、
少しでも旅
行気分を味わって頂きたく大幅に値下げしていますのでぜひお試しください！
！
通常価格 4,004円→
109305804

2,970円（税込）

ポルトガル/赤

新たなる進化が期待されるマニャンの人気銘柄!

109305811 スペイン/泡ロゼ

7,975円（税込）
限定24本

熟成感も出始めたテンプラニーリョとガルナッチャを用いたロゼ泡！

マス・ケ・ヴィノス ペルラス・デ・オトーニョ
ブリュット・ナチュレ N.V

マス・ケ・ヴィノスは、現代的な技術と伝統的手法の回帰を見事に調和させ
てワイン造りを行っている。
このワインは収穫期である9月の美しい風景で
「真珠のようなキラメキを持つ泡」と名付けられた1本。標高750mの土地
から収穫されたテンプラニーリョ70%にガルナッチャ30%を使用し、
ステ
ンレスタンク内で葡萄の皮を軽く浸し、果汁を抽出。
シャンパーニュ同様の
瓶内二次発酵、18ヶ月の熟成を施されて仕込まれる。黒葡萄の力強さと赤
いフルーツを思わせる風味、熟成による少し香ばしいクッキーのような香
りが心地よい。
輸入元終売につき特別価格、限定24本です！
通常価格 3,080円→

1,980円（税込）

109305888 アメリカ/赤

14年熟成された美味しいポルトガルワイン！これは買い♪

ピノの銘醸地カーネロスの熟成ワインが特価！！

1984年創業の家族経営のワイナリー。現当主はフランシスコ・フィーノ氏。アレン
テージョ地方の最北部ポルタレグレのペーニャ山にあり、ポルトガルとスペインの
国境を隔てるサエ・マメデ山脈の始まりにあたる場所。ここでは優良な花崗岩の産
地として世界中にも知られ、日本にも輸入されている。蔵元の名前のモンテ・ダ・
ペーニャはペーニャ山のこと。彼等の畑は640mと高地で、ペーニャ山の中腹にあ
り、風化した花崗岩がゴロゴロとしている岩と砂ばかりの土壌。この赤はトゥーリガ
ナショナル、
トリンカデイラ、アリカント・ブーシェ、アラゴネスのブレンド。ステンレス
タンクで発酵後、アリエ産のフレンチオークで約1年熟成。若いころは力強かったん
だろうと思わせる煮詰めたプルーンやミックスベリーのような風味に、熟成による
腐葉土、
ドライフラワー、程よい樽や煙草の香りも混ざる。飲み頃を迎えたポルトガ
ルの赤ワイン、柔らかく熟成され、今美味しい♪

1994年に設立されたキャッスル・ロックはグレッグ・ポポヴィッチの高品
質にかける情熱と効率的なマネージメント術により、
コストパフォーマン
スの高いワインを探し求める愛好家たちから高い評価を受けています。
今回入荷したのは、ワイナリーのセラーストックで、程よい熟成を経た
カーネロスのピノ・ノワール。豊かな果実味がありながら、熟成からくる紅
茶のようなニュアンスが特徴的。熟成ワインがお好きな方には、手放しで
オススメできる素晴らしい状態です。
このプライスレンジのピノ・ノワール
としては突出したコストパフォーマンス！

モンテ・ダ・ペーニャ モンテフィーノ レゼルヴァ 2007

通常価格 2,508円→

2,310円（税込）

キャッスル・ロック ロス・カーネロス
ピノ・ノワール 2014

通常価格 2,970円→

109305881 ニュージーランド/白

2,398円（税込）

109305803 オーストラリア/赤

ホークスベイ･ワインをより身近に感じてもらうのがコンセプトのワイン！

オーストラリア随一の冷涼で、
エレガントなカベルネ！

トリニティ・ヒル
ロスト・ガーデン・ホークスベイ・シャルドネ 2019

ドメーヌ・ナチュラリスト
ディスカバリー・カベルネ・ソーヴィニヨン 2017

ホークス･ベイ中北部を東西に流れるナルロロ川右岸に位置する
「ギムレ
ット・グラヴェルズ」
に1993年設立。
この地区のポテンシャルの高さを早く
に見出したこの地区の先駆者トリニティ･ヒルの「ジョン･ハンコック」が、
1993年に最初にブドウを植え始めました。
その後、
続いて多くの生産者
が同地区に畑を持ち、
現在22社のワイナリーがギムレット･グラヴェルズ
からワインをリリースしています。
このシャルドネは「美しい花の咲き乱れ
る庭」のような瑞々しさ。
完熟した桃やメロン、
トロピカルフルーツのアロ
マにバニラやローストナッツの香りが混じる。
リッチな果実味は樽の風味
やしなやかな酸とバランスがよく溶け合い、
余韻が心地良い。

「ブルース・ドュークス」はカリフォルニアの「フランシス・コッポラ」で4年
間経験を積み、
マーガレット・リヴァーの「ピエロ・ワイナリー」でも参加。約
20年の経験を経て、
自らのワイナリーを2012年に設立しました。農学者
でもあり醸造家でもあるブルースは持続可能な農法を重要視しています。
健全な土壌から豊かで生き生きとしたフレーバーを持つブドウを栽培し、
最高品質のワインを作り上げています。細い線の様な繊細なタンニンと
レッドベリーの香りが抑揚するクラシカルなマーガレット・リヴァーのカベ
ルネ・ソーヴィニョン。
カシス、
レッドチェリー等の赤系果実のアロマ。
シー
ムレスなラズベリーやプラムを感じさせるジューシーな味わい。
シルキー
なタンニンが余韻に感じられるワインです。

通常価格 3,850円→

3,630円（税込）

304101205 キルギス

通常価格 2,860円→
①407001172 ②407001787

20%OFF

2,420円（税込）

プラスチック製ワイングラス2脚ソムリエナイフ付

世界最大の養蜂国際大会で最高賞を受賞！！圧倒的な美味しさ体験してください！！

ワインをおしゃれに持ち運べるトートバッグが20％OFF

キルギスの白い蜂蜜

2ボトルトートバッグ ①ブラック ②シルバー

世界最大規模の養蜂国際大会で最高賞を受賞したキルギスの
白い蜂蜜。2,000m越えの過酷な環境で生きる生命力にあふ
れるミツバチの天然非加熱の完熟蜂蜜です。濃厚なコクと奥深
い味わいとはうらはらに甘さは控え目で後味がすっきりしてい
るので、癖の強い蜂蜜が苦手な方にもおすすめ。数百種類のポ
リフェノールをはじめ豊富な栄養素は疲労回復・美容・殺菌効
果など書ききれないほどの健康効果をもたらします。そして一
番凄いのはとにかく美味しい事！！

優れたデザインと機能性に定評のあるアメリカ人
気ブランドTRUEより、
ワインでしたら2本入る保
冷トートバッグです。移動可能な仕切りを取れば、
食品やチーズ等を入れてもOKです。
（ 保冷剤の
併用をお願い致します。）
プラスチック製ワイング
ラス2脚とソムリエナイフ付きです。
ワインを2本
入れてギフトに！も素敵ですね。

250g

通常価格 1,814円→

1,713円（税込）

通常価格 7,150円→

軽度な保冷機能付

5,720円（税込）
3

今月のおすすめワイン「一度は飲んで欲しい、バイヤー一押しのワイン&日本酒♪」
109103741

フランス/シャンパーニュ

アンリ・ジロー ファンは見逃せない！

アイ村の特徴を生かした、
今はもう造られていない幻のブラン・
ド・ノワール！

アンリ・ジロー コード・ノワール ブリュット N.V
ピノ・ノワールの聖地、
アイ村の生産者として真っ先に名前が挙がるのがアンリ・ジ
ロー。
アイ村のピノ・ノワールに遺伝子（コード）
レベルで迫り、
その神秘性を表現す
ることをテーマに造られたシャンパーニュがこのコード・ノワール。
アイ村の土着品
種であるプティ・ドレ
（ピノ・ノワールの亜種）に拘り、
ブラン・ド・ノワールならでは
の濃密で力強いアタックに、奥行きを感じさせる素晴らしい1本！現在はもう造ら
れていない幻の作品となります。

19,800円（税込）

109303613 フランス/白

終売特別価格!涼しくなってきたこの時期に楽しみたいジュラ・シャルドネ!

チーズが美味しい季節が来るのに終売だなんて…。
ジュラの個性が楽しめるシャルドネが最後の特別価格!

ドメーヌ・フレデリック・ランバード コート・デュ・ジュラ 2015
昨冬、人気を博したジュラの良質な酸化熟成のニュアンスが楽しめるジュラ産の
シャルドネ。なんとこちらは現在の輸入元で販売終了となってしまうようで…。チーズ
が美味しくなり、
フレッシュな白ワインではなく、
まろやかで少し個性的な白ワインと
してオススメしてきたワインでした…。ヘーゼルナッツやシェリーの風味が楽しめブ
ルゴーニュとは違う個性が楽しめます。
ジュラ・ワイン・ファンはぜひ数本ストックさ
れてはいかがでしょうか?チーズやお料理にばっちりです！
通常価格 3,300円→
109105061 フランス/赤

2,200円（税込）

久しぶりの再入荷!人気銘柄オープン・ナウ!

フランス/ブルゴーニュ

綺麗なラベルはプレゼントにもピッタリ！

あの特級畑からわずか300m！味わいはほぼ…!?
素晴らしいポテンシャルを秘めた優良生産者！

ジル・ブートン サン・トーバン1ER･CRU アンレミリー 2019
近年、知る人ぞ知るシャルドネの産地として有名なのがサン・トーバン。その中でも一級畑「アン・レ
ミリー」は、有名な「シャサーニュ村」や「ピュリニー村」に隣接し、さらに非常に高価な特級畑からわ
ずか300mほどといった場所に位置する超優良畑となっています。そんなサン・トーバンでトップク
ラスの生産者がジル・ブートン！ピュリニーのような硬質的なミネラルと、十分に熟度のあるパッショ
ン・フルーツのような味わいが絶妙に混ざり合い、非常に長い余韻となって鼻孔からフワッと抜けま
す。このクオリティでこの価格はあり得ない！
トップクラスの味わいをお楽しみください。
通常価格 6,930円→
円（税込）

6,380

109305679 フランス/赤

ブルゴーニュらしさを堪能できる芳醇なアロマ！

当店にもファンの多い人気銘柄!
試飲して即発注した特別なACブルゴーニュ!

ティボー・リジェ・ベレール
ブルゴーニュ・ルージュ レ・グラン・シャイヨ 2016

試飲した際に"華やかで飲みやすい!" "久しぶりに飲んだがやっぱり好き!"とスタッ
フから好評を得た人気生産者ティボー・リジェ・ベレールの極上のACブルゴー
ニュが登場!この銘柄は国道を挟んでレ・サン・ジョルジュの真ん中に位置する区画
を使用!村名ワイン顔負けのアロマと確かな骨格が楽しめます!蔵元きっての人気
銘柄が嬉しい特別価格でご用意！
ぜひ一度お試しください！
通常価格 5,500円→
円（税込）

4,895

109305512 イタリア/白

バイヤーオススメ！

バローロ生産者フォンタナフレッダが造る白「ガヴィ」
が美味い！

これはデイリーナチュールの決定版！
OPEN NOW！さあ今すぐ飲みましょう☆

フォンタナフレッダ
ガヴィ・デル・コムーネ・ディ・ガヴィ DOCG 2019

エガルティドメーヌ ドゥ シャマン
オープン・ナウ 2018

このお値段で楽しめるナチュールの域を超えています！リリース当初から有機栽培に励み、
2007年にはビオディナミに転向、2010年にAB、翌年にはDemeterの認証を取得したという
本格派。自生酵母で約3週間アルコール発酵のいきいきとしたワインは、しっかりとした果実味
と旨味にほんのりとみずみずしいオレンジの香りが漂い、濃すぎず薄すぎず。これはごくごくと
飲んでしまう！抜栓日以降も味わいの変化も
円（税込）
楽しめるので家飲みにぴったりの一本です！ 通常価格 1,870円→

1,815

109305583 イタリア/赤

限定商品！

伝統的なバローロ造りのリーダーとして全バローロの約 15% を造っているピエモンテ最
大級のフォンタナフレッダ。こちらはガヴィ村で造られた DOCG ガヴィの白。スズランな
どの白い花やレモン、青リンゴを思わせる香り。ガヴィに欲しい清涼感がありながら、余
韻はほのかにヨーグルトのようなフィニッシュ！旨味とミネラルが同時に押し寄せる辛口ガ
ヴィ！1960 〜 1970 年代、キャンティやトレッビアーノなど軽やかで親しみやすいテーブ
ルワインの中でミネラル溢れる味わいで脚光を浴びたガヴィ。一時期、品質が低迷しまし
たが、こちらのガヴィは今年イチオシです！
通常価格 3,294円→

2,970円（税込）

109102233 イタリア/赤

濃厚フルボディ！ルカ・マローニ満点のパワフルワイン！

ブルネッロのサードワイン的な存在！コスパ抜群のチャッチのロッソ！

イタリアのかかと部分にあたるプーリア州に位置するワイナリー。規格外な濃厚＆パワ
フルワインとして現在世界中で人気を高めています。樹齢60年以上のブドウのみを使
用し限界まで凝縮させた逸品。樽のニュアンスは全面に感じるものの存在感のある果
実味が優勢。
しっかりとした肉料理とは絶品のマリアージュ。2015年に続き2016年も
ルカ・マローニ満点獲得！ガンベロロッソ３グラス、ムンダス・ヴィーニ金賞、多数の賞
を総なめにするカルト的ワイン。
ラベルにシンプルに「60」と
書かれているので60歳のお祝いとしても活躍しています。
円（税込）

個性派ブルネッロの最高峰の造り手、
このトスカーナロッソも抜群の安定感！ブルネッロ
及びロッソ・ディ・モンタルチーノの畑をメインに植え替えたばかりの若い区画の葡萄を
使用するキュヴェでブルネッロのサードワイン的な存在。香りのポテンシャルは別格！シリ
アスでデリケートなワインですが、全体的なポテンシャルの高さは驚愕です。17世紀から
続いたモンタルチーノの司教が所有していたブドウ畑を現当主が相続。畑は全て有機栽
培、除草剤等は一切使用していません。イチゴ、カシス、土の香り、若木独特の解放感の
ある味わい。柔らかさもありデイリーで楽しめる1本です。
円（税込）

チャッチ・ピッコロミニ・ダラゴナ
ロッソ・トスカーナ 2017

サン・マルツァーノ
サッセンタアンニ 2016

5,500

2,420

109203676 スペイン/白

109305885 イタリア/赤

ベルターニのトップワイン”アマローネ・クラッシコ”の搾り滓のみを使用！

ベルターニ カトゥッロ
ヴァルポリチェッラ･リパッソ･クラッシコ・スペリオーレ

陰干しブドウを用いたアマローネの生みの親として知られるベルターニ社。最高傑作
アマローネ・クラッシコは極めて長命なワインとして世界中で高い評価を受けていま
す。
こちらはアマローネ・クラッシコの搾り滓を100%使いリパッソの製法で造られた逸
品。そのためアマローネ・クラッシコが製造される年にしか造られません。バニラやチョ
コレート、チェリー、
ブラックチェリーやホワイトペッパーが混じる複雑な香り。アマロー
ネにも通ずるアロマとなめらかなタンニ
ン、少し重めのクラシカルなワインです。 通常価格 5,306円→
円（税込）

4,950

109305987 スペイン/赤

30%OFF

アルタディの貴重なバックヴィンテージが30%OFF！

アルタディ ホベン 2013

ワイナリーはリオハ・アラベサに位置し、1985年に3人のオーナーの共同経営でス
タート。
ロバート・パーカーが選ぶ世界の極上ワインにも掲載され、
「ベスト・オブ・ベ
スト」
「世界の最も偉大なワイナリー156」にも選出。最上級キュヴェのヴィーニャ・エ
ル・ピソンの2004年がWA100点を獲得して話題になりました。
このホベンは、全房
のままリオハ伝統のマセラシオン・カルボニックにて発酵、旧フレンチバリックにて
MLFを行い瓶詰。深い紫がかったルビー色。赤い果実や甘草、バルサミコなどの香
り。
タンニンは穏やかで細かく、瑞々しい果実味とともにフレッシュな酸が広がりま
す。
テンプラニーリョ90%/ビウラ10%
通常価格 3,740円→

4

109305822

2,618円（税込）

優良年のみ生産されるスペイン産シャルドネの最高峰！

カン・フェイセス シャルドネ 2019

アルト・ペネデスは優れたシャルドネを育む条件が揃っており、
スペイン・シャルドネ
の聖地と言われています。所有する畑から最高の葡萄のみをセレクト！フリーラン果
実のみ使用、完全有機農法、セラー熟成24ヶ月を経てリリースされる優良年にしか
生産されないスペイン・シャルドネの最高峰といえる1本。2019年はフレンチオーク
のバリックで8ヶ月間熟成。
リンゴのコンポートやプラム、南国系果実、バニラ、
ナッツ
が香るふくよかなアロマ。
オークの風味に支えられた非常にリッチな味わいには、
ク
リスピーな酸やシャープなミネラルもしっかりと感じられます。

5,335円（税込）

109207516 スペイン/オレンジ

満を持して世に送り出された手工芸品のようなオレンジワイン！

アスル・イ・ガランサ
ナトゥラレサ・サルバヘ・ガルナッチャ・ブランカ 2020

畑はピレネー山脈の始まりでもある場所に位置。
このキュヴェは、
ガルナッチャ・ブ
ランカ100%で造られるオレンジワイン。完全有機栽培、手摘み収穫、瓶詰めからラ
ベリングまで全ての工程が人の手によって行われる、
まさに手工芸のワイン。発酵
は果皮ごとステンレスタンクで4日間(天然酵母)。その後、
アンフォラでの熟成4か
月。繊細な淡い黄金色、
アプリコットや白い花、地中海の乾燥ハーブの香り。口の
中では素晴らしい凝縮感と洗練されたタンニン、わずかにナッツのニュアンスも。
余韻は長く、力強くバランスが取れています。

3,080円（税込）

」
109305810 オーストリア/白

109305890 アメリカ/白

店長が試飲して即入荷を決めたグリューナー・フェルトリーナー！

マルクス・フーバー グリューナー・フェルトリーナー ヴィジョン オーガニック 2019

オーストリアのドナウ河流域、トライゼンタールで4世代続くワイナリー。トライゼンタールは2006年に
DACに認定されたオーストリアの新しいDAC区画。現当主のマルクスは南アフリカ、ドイツ、アルザス、
ハンガリーで修行し、2000年から蔵元を引き継ぐやいなや「ニーダーエスタライヒ州チャンピオン
2001」を受賞するなど、素晴らしいワインを造っている。現在畑はほぼ有機栽培でビオディナミに切り替
えており、先を見据えたワイン造りを行う。このグリューナー・フェルトリーナーは収穫し除梗後、低温でス
キンコンタクト、ステンレスタンクを18℃に保ち3ヶ月以上発酵&熟成。青リンゴ、ライム、キウイのような
爽やかさがあり、しっかりと旨味と個性もある。暑い時期に冷やして飲むも良し、寒い季節に癒されるも
良し。しっかりと個性のある、美味しいグリューナー・フェルトリーナー。

2,750円（税込）
日本新入荷！

109305891 アメリカ/赤

大反響を呼んだワインが人気品種を連れて新入荷！

オッドロッド シラー・カベルネ 2019

ワイナリー用語でOdd Lotとは質は良いのだけれどブレンドの際に余ってしまったワイ
ンのこと。
プティ・シラーとプティ・ヴェルドの異例のブレンドで大人気。大きな反響を呼
びました。そして今!次のオッドロットが登場しました！ブレンドはカベルネとシラー。個
性が違う2つの人気品種は、各々で壮大なワインになることが可能。一見ミスマッチな
組み合わせですが、楽しく、親しみやすく、驚くほど相性が良いのです。
ワインは政治と
同じように、
ときに奇妙な相棒を作ることがあるということを改めて証明しています。素
晴らしい果実味とアタックの強さをもつ、典型的なカリフォルニア赤でありながら、2品
種の個性をしっかりと感じられる味わい！
通常価格 2,970円→

109305893 アメリカ/赤

2,880円（税込）

限定12本！ 値引き対象外商品

愛好家がこっそりと入手する隠れた銘酒ハーシュのピノ・ノワール！

ハーシュ・ヴィンヤーズ ピノ・ノワール
サン・アンドレアス・フォルト 2018

日本でも徐々に認知度が高まり入手が困難になってきている生産者ハーシュ。以前は栽培
農家としてその名を轟かせいましたが、1980年にデヴィット・ハーシュが自身のワインを作
るべくワイナリーを設立。
ソノマの中でも最も冷涼で上質なピノが育つウェスト・ソノマ・コー
ストに本拠地を構えています。名前のサン・アンドレス断層付近は、様々な土壌があり、とて
も複雑な味わいのピノ・ノワールが生まれる地。ハーシュの特徴であるノンフィルターや仏小
樽での熟成をし、エレガントさと妖艶さを兼ね揃えています。今回の入荷はソノマのグレート
ヴィンテージ2018。本数限定です。
通常価格 13,200円→

11,440円（税込）

109305268 ニュージーランド/白

カリフォルニア・ナパ・ヴァレー内の地域で、随一のワインが生まれる産地ラザフォー
ド。
シャルドネとカベルネ・ソーヴィニヨンは年々価格が高騰し、人気も上がっていま
す。
こちらはラザフォードに拠点を置き「熟成したワイン」をこなれた価格と、
ちょうど
良い味わいのタイミングでリリースする生産者。
ナパ各地の原酒をブレンドしバランス
の良い味わいに仕上げており、
ブドウの成熟を抑えた上品なアルコール感、長い瓶熟
によるふくよかさと複雑な風味が素晴らしい！さんまの塩焼きなどにも合う優秀な熟
成シャルドネです。
通常価格 6,710円→

3,355円（税込）

109305892 アメリカ/赤

限定36本！

ソノマの人気カベルネが36本のみ特別価格で入荷！

ロドニー・ストロング カベルネ・ソーヴィニヨン
ソノマ・カウンティ 2017

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
したロドニー・ストロングが、
ワインに魅せられ畑を購入し、本格的にワイン作りを
スタートしました。
ソノマの秀逸な畑から収穫したブドウを絶妙にブレンド。爽やか
に吹き抜ける風が心地よい森林のような香り、
フルボディで柔らかい口当たり、
カ
シス、
ダークプラムなどの濃厚な果実味と、チョコレート、たばこのようなカリフォ
ルニアらしい香ばしさ。
グレービーソースをかけた上質なステーキ肉を頬張り、
ワ
インで流し込むと最高です！
通常価格 4,070円→
円（税込）

2,970

109305179 オーストラリア/赤

名手ウィリアム・ダウニーをこの価格で味わえる！

ウィリアム・ダウニー カテドラル・ピノ・ノワール 2019

天才醸造家との呼び声の高いウィリアム・ダウニー。
オーストラリアのピノ・ノワールの
完成系の一つでありながら、その才能を生かすにはピノだけでは物足りず、
ビオディナ
ミでエレガントに作られている稀有なブドウ畑を目にすると、創作意欲を掻き立てら
れ、挑戦し続けるアーティストの様な存在。
「カテドラル」はヴィクトリア州で最も冷涼
な地区の一「アッパー・ゴールバーン」にてウィリアム・ダウニーがケアを始めた同地
最古にして灌漑皆無のオーガニック・ヴィンヤード。
フルーツは大部分を除梗。INOX
タンクで発酵し、
フレンチオークの旧樽で熟成。
ジュースに力が溢れており、
カラントや
ダークチェリーの味わいが実に若々しくも魅力的です。

6,380円（税込）

109303149 アルゼンチン/赤

世界最南端で造るミネラル豊富で硬質的なシャルドネ！

フェルトン・ロード シャルドネ・バノックバーン 2014

NZ2大名醸地の一つであるセントラル・オタゴ。世界で一番南にある景色が美し
い産地！南緯45度の緯度に位置し、南極からの海流によて冷気が流れ込むので、
寒暖差が激しく、凝縮感と綺麗な酸味を兼ね揃えています。そんな産地で、古くか
ら入植し挑戦し続けているのが、
フェルトン・ロード。柑橘の白い花、
ジャスミン、白
桃がフローラルに香り、瑞々しく豊潤なストーンフルーツと柑橘の果実に続いて現
れる鉱物的なミネラルと塩っぽさが核となり、味わいをしなやかに引き締める。バ
イオダイナミック栽培の2つの畑のブドウを手摘みし、
フレンチオーク樽で自然発
酵、定期的に澱を攪拌しながら11ヶ月間熟成。

6,820円（税込）

10101553

秋の味覚に合うナパの熟成シャルドネ！

ラザフォード・ヴィントナーズ シャルドネ
ナパ・ヴァレー 2014

アルゼンチン/赤

アルゼンチンで本領発揮！
イタリアの巨匠の造る低コストハイパフォーマンスワイン！

コロニア・ラス・リエブレス ボナルダ 2018

スーパートスカン「テスタマッタ」、カリフォルニアの「ロバート モンダヴィ」
「オー ボン クリ
マ」等世界中を股にかけて大変な成功を収めた天才醸造家アルベルト・アントニーニが手
掛けるコスパ最強ワイン！イタリア、ピエモンテより持ち込まれたボナルダ。ピエモンテの気
候では酸に特化してしまい単一で仕込むことは難しい品種ですが、
メンドーサでは恵まれた
気候により酸は残りつつも完熟した葡萄を収穫できます。旧世界のようなしっかりとした酸
の骨格がありながらジューシーで柔らかなタンニン、人懐っこい味わいは普段の使いはも
ちろん、気の置けない友人たちと開けるワインにぴったりですよ

1,650円（税込）

109305894 南アフリカ/オレンジ

世界50ヵ国以上で販売されるアルゼンチンのスターワイン！

本数限定入荷！

南アフリカで今年注目の生産者が造るオレンジワイン！

クロス・デ・ロス・シエテ

ボスマン フィデス グルナッシュブラン 2018

アルゼンチン・プレミアムワインのカテゴリーでトップ３の売上量をほこる、
ミシェ
ル・ロランのオリジナルコンセプトで造られた唯一無二のワイン。世界的なワイン
評論家によって高く評価され、
アルゼンチンのマルベックブレンドで一番高い評価
を受けてます。彼が個人で100%所有するのはこのクロス・デ・ロス・シエテとボル
ドーのフロンサックに所有するシャトー・フォントニルのみ。
ボルドーのグラン･ヴァ
ンの哲学を基に、凝縮感ある味わいと複雑なブレンドによって、
マルベックの特徴
が良く表現された濃旨ワインとなっています。

老舗であり、ベンチャーである、伝統と革新の両面を併せ持つ注目度の高いワイナ
リー。1810年から苗木を農場へ提供する仕事をしていましたが、現在の8代目から
ワイン造りを開始。
スムースでナチュラル、そして染みわたるような美味しさを持っ
たワインが人気を博し注目されています。
こちらはグルナッシュ・ブランのオレンジ
ワイン。1ヵ月間自然発酵が続き、
ロシアンオーク樽を使って6か月熟成。瓶内6か月
熟成を経てリリース。
リンゴ、ポプリや砂糖漬けにした皮のような複雑さがあり、中
華料理やエスニックと合わせたいワインです。36本限定入荷。

4,180円（税込）

109304801 日本/赤

2,915円（税込）

109210026 日本/日本酒

日本ワイナリーアワード５ツ星生産者！凝縮したMBA！

ダイヤモンド酒造
シャンテ・Y.A・マスカット・ベーリーA・Ycarre 2018

ダイヤモンド酒造の三代目、雨宮吉男氏はフランスのボルドー大学やブルゴー
ニュのシモン・ビーズなどでの修行経験を生かし、日本らしいワイン造りを行って
います。山梨県韮崎市穂坂地区の契約農家 (横内まさひこさん)栽培の厳選した完
熟マスカット・ベーリーAを使用。爽やかな果実味と綺麗な酸が特徴です。仄かな
樽のニュアンスが感じられ、果実味と穏やかなタンニン、酸のバランスがよく繊細
でフルーティーです。 carre はブルゴーニュのパストゥグランを意識して造られ
たキュヴェ。

3,905円（税込）

豊作の秋！食欲の秋！食事と楽しむコク深い秋の日本酒♪

三浦酒造
豊盃 純米吟醸 月秋

青森県の三浦酒造より、豊盃・秋の純米吟醸「月秋」が入荷しました！
「豊盃」はそ
の名の通り、現在日本で唯一「豊盃米」を醸す酒蔵。
その豊盃米を仕込み米全量に
使用し丁寧にしこまれた三浦酒造ならではの純米吟醸酒です。秋になり、味わい
深い豊盃米の旨味が最大限に引き出された、秋の食材との相性がとても良いお
酒に仕上がっています。週末は少し豪華な晩御飯と一緒に「月秋」をいかがでしょ
うか？秋の夜長の晩酌にぬる燗でコクを楽しむのも
円（税込）
とっても素敵です！

2,409
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一度は食べて欲しい！本気の食材揃ってます！
①304101044 ②304101045 イタリア

304003668 フランス

毎日使うものだからこそ
良いものを選びたい！

パスタで初めてI.G.Pを取得した
本場ナポリの味わい！

ラ・ファッブリカ・デッラ・パスタ
①タリアテッレ ②ペンネ

ゲランドの塩（顆粒）

ラ・ファッブリカ・デッラ・パスタは、パスタ発祥の地であるカン
パーニャ州ナポリ近郊のグラニャーノで3世代に渡り、家族経
営で高品質のパスタを生産する小規模少量生産のメーカー。
パスタとして初めてIGPを取得。最高級のデュラム・セモリナ
粉を使用し、マエストロ（職人）による匠の技、伝統的製法で
作られたパスタは低温で長時間
ゆっくり乾燥。①タリアテッレは、
リボン状の平なパスタ。
日本のき
しめんのよう。
ボロネーゼや濃厚
クリームソースによく合います。
②ペンネは、ペン先の形をした
筒状のパスタ。
ショートパスタの
代表格。定番はアラビアータや
チーズ系のソースで。
500g

フランス･ブルターニュ地方にあるゲランド塩田。
この地で熟練の塩職人が9世紀以来、機械をほと
んど使わない伝統製法で造り続けている海塩が
「ゲランドの塩」。料理（素材）の美味しさを引き出
すことでも知られていて、古くから
フランスの名シェフに愛用されて
います。以前、某新聞の企画「プロ
の料理人が選ぶ調味料」で堂々の
3位に選ばれたことも！この顆粒
は、あら塩を独自の製法によって
顆粒状にしたタイプ。細かく、溶け
やすいので肉、魚、野菜などあら
ゆる料理に適しています。
シンプ
ルな料理ほど味の違いが分かり
ます。

810円（税込）

125g

各

①304101299 ②304101300 イタリア

この味が忘れられない…とリピートしてしまう

626円（税込）

304101142

イタリア産天然マグロのオリーブオイル漬け！

サルダ・アフミカーティ社
フィレッティ ディトンノ オイル漬け

こんな贅沢で絶品なツナ食べ
た事ない！！サルダ・アフミカー
ティ社は、サルデーニャ島の小
さな港町ブッジェールに位置
しています。地中海地方の保
存食として親しまれているマ
グロのオイル漬けは天然キハ
ダマグロのフィレをオリーブオ
イルに漬け6〜8ヶ月熟成。コ
クと旨味を引き出しています。
身は細かくほぐしてなく、
ブロ
ック状で瓶詰めされているの
で、歯ごたえもあります！風味
豊かで適度な塩味はそのまま
ワインのおつまみとして食べ
てもよし、パスタやサラダの具
としても楽しめます。
190g

①304007218 ②304007223 オーストラリア

一流シェフに愛されるマスタードはこれ！

イタリア

1,620円（税込）
①304101233 ②304101188 ③304101187

日本

サバ缶の概念を変える、“サバを贅沢に堪能する鯖缶”

マチェートモデナ
ヒルファーム
No.38 ①サバ3種の厳選胡椒仕立て
①ホワイトバルサミコ酢スペチアーレ ①ホースラディッシュマスタード
②サバガーリックオイル仕立て
②マスタードシード入り
②マイルドグリーンペッパーコーン・マスタード ③サバマリネ仕立て
①ホースラディッシュを練り込んだ、ペースト状タイプ。 鯖の選定から調味料の調整にいたるまで、
すべてをこ
ホワイトバルサミコ酢セーナペ
①トレッビアーノ種の白ぶどうに白ワインビネガーを加
えて熟成。砂糖は一切不使用。ぶどうの自体の甘さが引
き立ちます。
ドレッシングや野菜マリネ以外にも、チキン
グリルの下味としてからグリルするとふっくら仕上がり
ます。②ベースのホワイトバルサミコ酢は、
トレッビアー
ノ種の白ぶどうと白ワインビネガーがのみを熟成。ホワ
イトバルサミコ酢の甘さに風味豊かなマスタードシード
のピリッとした辛さが引き立ちます。
このホワイトバル
サミコ酢とオリーブオイルがあればすぐに美味しいドレ
ッシングが完成！鮮魚
のカルパッチョやグリ
ルした白身魚にその
ままかけたり、野菜や
シーフードのマリネ
にも。

程よく効いたホースラディッシュの辛味が食材に程よく
加わりアクセントに。肉料理全般、ハムのサンドイッチ、
目玉焼き、厚焼き玉子などにも。野菜とは問題なく合い
ます！②粒状のマスタード・シードをリンゴ酢で漬け込み
生胡椒でほんのりアクセント。
プチプチした食感が楽し
める。ペースト状のマスタードと混ぜて粒々感を加えて
も美味しい。肉料理全般、
お刺身、
お寿司の薬味、
マヨネ
ーズと混ぜても。

だわり抜き、美味しさに磨きをかけた鯖缶。それが、
「No.38」
！使用している鯖は、脂のノリと美味しさに定
評のあるノルウェー産。
プロの確かな目利きで厳選した
ものだけを調理し、その半身を贅沢にも一缶に詰め込
みました。味を左右する調味料は0.1g単位！①黒胡椒
や白胡椒、
グリーンペッパーをバランス良く調合！ピリッ
とアクセントの効いた美味
しさは、
ビールやワインにお
すすめ。②ガーリックオイル
と唐辛子の絶妙な味わい。
辛味と旨味が染み込んだオ
イルを生かし、
イタリア料理
にアレンジしても。③ほどよ
い酸味と鯖の風味が絡みあ
う。爽やかに抜けていく香り
と、あとに残るサッパリとし
たコク。
上品なマリネ。
①②190g③195g

250mℓ

2,808円（税込）②3,672円（税込）

①

304101293 日本/茨城県

冷蔵品

酒好きに捧ぐ！！日本版酔っ払いチーズ！

新利根チーズ工房 黄昏富士

味噌や醤油のような濃厚な旨味のある人気のセミハー
ドチーズ「暁富士」の小型版を茨城県の地酒に丸ごと漬
け込み熟成。
ウオッシュチーズのような燻製香とハード
チーズの旨味を同時に味わえる酒好きにはたまらない
チーズが新登場！！チーズが酔っぱらうまでワインに漬
け込んだイタリアの「テスティンバローロ」の日本版酔
っ払いチーズです。薄くスライスして、
お酒と一緒にチビ
チビ♪真空パックで販売しているため、食べるタイミン
グで香りや味わいが変わります。変化を楽しみながら食
べて下さい♪

70g前後

1,468円（税込）
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180g

外皮の部分も召し上がれますが苦手
な方は外してお召し上がりください。

1,404円（税込）

各

304101040

日本/北海道

冷蔵品

1,567円（税込）

各

304101176 フランス

冷凍品

こんなのほしかった！！
レストランでしか食べれなかった高級食材
つまみになっちゃう焼かなくても美味しいラクレット♪ 「シャラン鴨」
を家庭用にアレンジ！

北海道小林牧場物語 お手軽ラクレット フランス産 シャラン鴨
骨付きモモ肉コンフィ
（調理済）レシピ付き

当店の不動の人気商品「北海道小林牧場物語」シリー
ズより、なんとも便利なNEWフェイス誕生♪ラクレット
と言えば「アルプスの少女ハイジ」でお馴染みの焼いて
とろーんと伸ばし食べるチーズですが、
こちらの「お手
軽ラクレット」そのまま食べても美味しいんです！！そし
てお酒に合う♪ラクレットの製造過程で表皮を塩水で
拭く作業があるためチーズに
塩味と燻製のような香りがほ
のかについているので、
ちょっ
とだけ美味しいものを食べた
い時に大変お勧めです！また
形状も大きめのダイスカット
なので、刻んで、
とろけるチー
ズ替わりに使用したり、串に
さしてピンチョスにしたりと
色々なアレンジも出来てしま
う、冷蔵庫に一つあると便利
なチーズ。
150g

810円（税込）

パリの老舗星付きレストランの名物料理の食材として
世界中の注目を集めたビュルゴー家のシャラン鴨を使
用した鴨の骨付きモモ肉のコンフィです。鴨オイルでじ
っくり煮込むので肉質はほろっと柔らかく鴨の旨味が凝
縮したレストランでしか味わえない美味しさ。調理はと
っても簡単♪解凍してフランパンで焼くだけでOK♪こ
んがり焼き色がついていくうちに鴨オイルがたっぷりに
じみでますのでそのオイルでじゃがいもや青菜を一緒
にソテーすると高級副菜の出来上がりです！

冷凍販売のため店頭のみ
での販売となります。

1,780円（税込）

持っておいて損は無し！ 便利な雑貨です！
スロバキア

②402003396

フランス

402002110

持っていて損は無し！人気の売れ筋グラス！

③402002289

オーストリア

空気に触れる面積が広い！
定番デキャンタ

①402003452

PARTY ベストセラーグラスTOP3
①1位
【木村硝子店ピッコロ15oz】

②2位【レーマンオパール
ヴィンテージ
②2位【シャンパングラス】
③3位【リーデルオヴァチュアレッドワイン】 デキャンタ

堂 々の 第 1 位 は【 木 村 硝 子 店 】ピッコロシリーズ の 第2位はフランスシャンパーニュ地方のグラスメーカー
15OZ。
マシンメイドグラスですがふっくらとした大き目 【レーマン】のマシンメイドシリーズ、オパール160。
のボウルはそれとは思えない優雅な見た目、使いやす ちょっとした乾杯に必須、お値段以上のクオリティと満
足感があります！
さ抜群の短いステム！
そして第3位は不動の
そしてなんといっても
人気！ワイングラス界の
1,210円で買えるリー
知 名 度 ナン バ ー 1 と
ズナブルさが 魅力で
いっても過言ではない
す！赤ワインはもちろ
オ ー ス ト リ ア の
んコクのある白、旨味
【RIEDEL】
よりカジュア
のあるナチュラルワイ
ルラインのオヴァチュア
ンを 楽しむ に もぴっ
①
シリーズ。なかでも赤・
たりです♪
②
白兼用OKな、350ccの
③
レッドワインが売れてま
①93φx61Mx169H, 470cc 素材:カリクリスタル、
スロバキア製
す！人気トップ３のワイ
②56φx46Mx203H, 160cc 素材:ノンレッドクリスタル、
フランス製
ングラス、
ご家庭で揃え
③57φx79Mx187H, 350cc 素材:クリスタルガラス、
オーストリア製
るのにもおすすめの３
種類です。

1,210円 ②880円 ②1,485円 ※全て税込み価格です。

①

402003574

①402002615

テクニック不要の電動オープナーで簡単抜栓！

電動ワインオープナー

欧米でも数十万台の販売実績を持つヒットアイテムが
進化を遂げました！抜栓の様子がリアルタイムで確認で
きるスケルトンボディ。紛失の心配が無い内蔵式フォイ
ルカッター、抜栓力がアップしたスクリューなど、更に使
いやすくなった 秀逸ギ
ア 樹脂コルクや圧縮コ
ルクでもパワフルに引き
上げます。
ブルーライトの点滅によ
る演出効果がユニーク。
単4電池６本で約50本
抜栓可能。
（ アルカリ乾
電池の場合）
※電池は付
属されてません
単4電池6本
W58xH225mm
本体材質:ABS樹脂､約318g

4,378円（税込）
402002729

フランス

数年後の味わいを1秒で知ることができる
魔法のようなアイテム

クレ・デュ・ヴァン ポケット

フランス語で「ワインの鍵」という意味のクレ・デュ・ヴァ
ンは数年後のワインの熟成状態を知る為に開発された
アイテム。細長い鍵のような形状のパスティーユ(先端
の丸く平たくなった部分）
を100ccのワインに約1秒浸
せばなんと一年後の熟成を知ることができます。金、銀、
銅の合金でできてる丸いプレート部分がワインとの化
学反応によって酸化を促します。飲み頃が気になる、、
そ
のワインのポテンシャルを知りたい、、そんな時にぜひ
試してみたいグッズです！

中国

②402002525

スペイン

瓶底が広いウルトラタイプが久しぶりに入荷しました！
液体が空気に触れる面積が多いので、
より早く熟成を促
すことができます。
渋みが強くなりがちなパワフルなワインをまろやかにし
たい時に最適です。
これからの季節、ちょう
ど重めの赤ワインを楽し
みたくなりますし、広い
瓶底でゆっくりと空気に
触れさせ味わいの変化
を 楽しむ の はワインラ
バーにとって私服の時で
すね。
58φ,181M,225H
1,350cc

6,600円（税込）
③402003461

タイ王国

家飲みの強い味方！ワイン保存グッズTOP3

①1位【ファンヴィーノ エアープレスシャンパンストッパー】
②2位【プルテックス アンチオックス】
③3位【アルゴン ワイン セーブプロ】
栄えある1位はファンヴィーノ-エアープレスシャンパンストッパー。
しっ
かりした留金と本体上部のポンプを数回プッシュして空気を送り込み、
炭酸抜けを防ぎ泡持ちをキープします。ポンプとストッパー一体型で手
軽にご使用できます！フルボトルでなかなか飲みきれない、なんて時に
便利です。2位はスペイン、
プルテックスのアンチオックス。
キャップ内部
に酸化を抑制するカーボンフィルターが内蔵され、
ワインの風味を長持
ちさせる構造。抜栓したらシルバーのダイヤル式マーカーで日付を記
録しておけば飲み忘れ防止にも。3位はアルゴン ワイン セーブプロ。発
売以来新たな保存アイテムとして注目を集め人気に。無味無臭の気体
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で酸
素を遮断、大切なワインの酸化を防ぎます。
シュッと一吹きするだけ、
ワ
インだけでなく日本酒やオリーブオイル、
コーヒーなどの食品類と幅広
くお使いいただける万能選手です！どれもリピート率の高い商品、美味
しさや香りをキープしてくれる保存アイテムで素敵なワインライフを♪
①

880円 ②2,420円 ②3,850円 ※全て税込み価格です。
501000576

中国

①

③

②
①材質：ポリプロピレン、
シリコンゴム、ステンレス、鉄
②材質：シリコン、
カーボン
③材質：缶（アルミニウム、
プラ、亜鉛）、
チューブ（シリコンゴム）、
アルゴンガス100％

①403002995 ②403002996

見た目にもこだわった、
ワインを愛する人のワインセラー

フォルスター グランセラー
SG-121GS（ウッドブラウン）
1温度帯49本入り

まるで家具のように空間に溶け込むブラウンの外観が
お洒落なグランセラー。
フォルスターが誇る加湿循環シ
ステムで常に温度、湿度を適切に保ちワインが心地よく
眠れる環境を確保し、庫
内上部と側面のライトで
ワインが美しく映えるプレ
ミアムなワインセラーで
す。
シリーズの中でもコン
パクトサイズで、長期熟成
用としてお使いいただく
のも良いですね。
【 当店で
ワインセラーをお買い上
げ特典として収納本数分
のワイン15％オフで購入
できるチケットを進呈！）

日本

20%OFF

シンプルなデザインに光る匠の技

エレガンスタンブラー
①シャンパンシルバー
②シャンパンゴールド

金属加工の町、新潟県燕市 ①
商工会議所認定地域ブラン
ド「メイド・イン・ツバメ」認
定商品。手にフィットする高
級感あるデザインのタンブ
ラーです。
ステンレス二重構
造になっていて空気の層が
ある為、断熱効果があり冷
たい飲み物を入れても表面
に水滴が出にくく、保冷(保 ②
温)が長持ちします。外面は
ポリエステル樹脂塗装で落
ち着きあるマットな風合い
が魅力です。
サイズ：直径74×95mm
容量：230ml

専用ボックス入り

11,000円（税込）

幅501×奥行590×高さ820mm/42kg

通常価格 152,900円→

140,800円（税込）

素材：18-8ステンレス、専用BOX付

通常価格 4,730円→

3,784円（税込）
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100101054

フランス/泡

304008671

食べれば思わず笑顔になる大人気のミックスナッツ！

ジュラ地方で造られるシャルドネ100%の
爽やかクレマン！

マルセル・カブリエ クレマン・
デュ・ジュラ・ブリュット N.V

シャルドネ種100%使用したクレマ
ン・ド・ジュラ！マルセル・カブリエ
は、
ジュラワインの生産量№1のラ・
メゾン・デュ・ヴィニュロン社が製造
するクレマン(シャンパーニュと同様
の製法で造る発泡性ワイン)のブラ
ンド名です。
シャルドネ100%で仕込まれたこの
ワインは、華やかな香り、生き生きと
した果実味、柔らかでエレガントな
味わい。切れの良い後味が特徴で
す。お刺身からサラダ、鶏肉料理と
幅広く合うので家飲みのスパークリ
ングとして最適！

通常価格 2,530円→
109200771

2,178円（税込）

ニュージーランド/白

NZで初めてソーヴィニヨン・ブランを
植えた伝統の作り手！

マトゥア リージョナル・
ソーヴィニヨン・
ブラン・マルボロ 2020

創設者のビルとロスのスペンス兄
弟が1969年にマールボロに植樹
したのが始まり！その当時は、まだ
まだワイン産業がうごめく前に時代
からワインに魅せられてスタートし
ました。そして、1974年に初めて
ソーヴィニヨン・ブランをリリースし
今では、樹齢も古くなり複雑な味わ
いになっています。
フレッシュなハー
ブや芝生などのグリーンのトーンに
レモンやライムの柑橘系のアロマ
に引き締まった酸と爽やかな果実
味が素晴らしい！
当店のNZの白ワインで圧倒的な売
上を誇る売れ筋ソーヴィニヨン・ブ
ラン！
通常価格 2,208円→
109003619

1,980円（税込）

アメリカ/白

過去10年ナパ・シャルドネで
No.1の人気！

ベリンジャー
ナパ・ヴァレー シャルドネ 2017
1876年にフレデリックとジェイコブ
のベリンジャー兄弟によって創業さ
れた伝統的なワイナリー。
禁酒法時代でさえも特別にワイン
作りが許可されていた稀有な造り
手です。幅広いシリーズがあります
が、
このナパ・シャルドネはカリフォ
ルニアの大定番なので是非、飲んで
おきたい一本。
ナッツやバニラの香ばしさとマン
ゴーや黄桃などの完熟した果実味
がとても魅力的で、クリームを使っ
た料理とは相性抜群。
贈答用や贅沢なパーティなどにも
お勧めの一本！

PARTY ロングセラー商品
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3,300円（税込）

天使のミックスナッツ

イタリア産の白トリュフとフランス産ゲランドの塩、
そしてイ
タリア産のEXVオリーブオイルで味付けしたなんとも贅沢
なミックスナッツ！
白トリュフの香りがナッツの風味をひと際膨らませ、食べて
いるうちに気持ちが弾んで思わず微笑んでしまう天使のよ
うなミックスナッツです！
製造元の龍屋物産さんが開発
に二年半も費やした渾身の自
109103473 イタリア/赤
信作。
延長線上にアマローネ！この価格で一番の感動！ ナッツはアーモンド、カシュー
ラルコ ロッソ・デル・ヴェロネーゼ 2017 ナッツ、マカダミア、クルミの四
アマローネ(=干しブドウで造るワイン)のトップ生産者と 種 。こんなに 贅 沢で美 味しい
して、近年認知度の上がってきたラルコ。奥行きがあり、 ミックスナッツを私は他に知り
透明感がある果実味と熟成感のある複雑な香り、
トロっ ません。
とした舌触りは高級感があり、ポテンシャルの高さを感
じさせます。神様と呼ばれた師匠でもある、故ジュゼッ
90g
円（税込）
ペ・クインタレッリの雰囲気を持つ、品格のある1本。収
穫後、陰干しは行わずにすぐにプレス。
フレッシュなブド
①402002594 ②402002596 台湾 2脚で10%OFF
ウジュースに少し干しブドウにした果汁をプラス。瓶詰
割れないグラスといえば"トライタン"
めのプルーンやミック
スベリーなどの円やか
こんな便利なグラス他に無いです！
さとドライフルーツの
トライタングラス
風味が合わさった素晴
①ボルドー ②ホワイト
らしいもの。必ず満足
【よりどり２脚で10％OFF】
出来る1本。抜栓後2時
間かけてゆっくり味わ
パッと見はほぼガラス製！お子様が一緒のテラスやアウトド
うのがオススメ。
ア、
撮影に使う時にもぴったりです。

売れ続けているのには
訳がある！

734

3,520円（税込）
109101396

スペイン/赤

2020年もスペイン赤ワイン売上げナンバーワン！

フアン・ヒル シルバーラベル 2018

「価格が五倍の一流のボルドーと比べたが、全く遜色な
く、
コストパフォーマンスが素晴らしい！」とまでロバー
ト・パーカーが絶賛、賛辞を送った当店でも不動の人気
を誇るスペインワイン。樹齢40年以上の古樹のブドウを
使用。濃厚な果実味と凝縮感のあるジャムのような味わ
い、ブドウ由来の鉄分
と甘く香ばしいニュア
ンスが絶妙！深みのあ
る果実の旨味が力強く
長い余韻として続きま
す。
フミーリャのポテン
シャルとモナストレル
本 来 の 質 の 高さを 世
に知らしめた1本と言
えます。殿堂入り確定？
の素晴らしいワイン！
通常価格 3,190円→
307001667

2,970円（税込）

スペイン

その人気は衰え知らず当店人気№1オリーブ！

フラガタ セレクション・
アンチョビ入りオリーブ

試食販売を行う度に毎回100缶以上の売上げを記録し
てきた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？
85g

通常価格 3,850円→

日本

540円（3缶）756円

通常価格（1缶）324円→（2缶）

※全て税込み価格です。

【トライタン】
とは医療用器具を製造しているイーストマン
社が開発した素材。人体に影響する可能性が示唆される化
学 物 質を含まない
【イーストマン Tritan
（トライタン）
コポリエス
テル 】を使 用している
安全な製品。最新の合
成樹脂技術で開発され
た、軽くて丈夫で安全
なガラス製そっくりの
ワイングラス！
様々なシーンで活躍し
てくれます！店舗ではブ
①
②
ルゴーニュ、フルート、
ピルスナーなど他の形
もございます。
①600cc, φ92mm, M68mm, H222mm
②350cc, φ80mm, M60mm, H193
耐熱温度100℃、食洗器OK！

880円 ②770円 ※全て税込み価格です。

①

402003065

日本

ワインの思い出を記録するといったらこれ！
ワインラヴァーからこよなく愛される名品！

ワインラベルレコーダー

ラベルレコーダーは長年のロングセラー商品。
シートをラベルの上に置
きソムリエナイフでこす
り、剥がして貼りつけ、
テイ
スティングコメントやその
時のシチュエーションなど
を記入できるので、写真と
は違う趣があり、月日と共
に風合いが変化していく
のも紙ならではの良い所
ではないでしょうか。
まだ未体験の方にも一度
試していただきたい殿堂
入りワイングッズです！
2袋で10%OFF
シート、台紙 各12枚入り

1,980円（税込）

通常価格（1袋）1,100円→（2袋）

