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クリスマスに
飲みたい

スペシャルな1本！

17,380円（税込）

①通常価格 26,400円→22,000円（税込）

②通常価格 28,600円→24,750円（税込）

74,800円（税込）

13,200円（税込）

各9,350円（税込）各4,400円（税込）

①109304871 ②109304869

限定1本

限定3セット

限定6本

限定6本

限定各24本限定各24本

今年の春の価格改定により
お求めやすい
お値段になりました。

①ボンヌ・マール 2017
②シャンベルタン・クロ・ド・ベーズ 2017

やっぱり飲みたいグランクリュ!
2017年の旨味溢れる2銘柄!
ドルーアン・ラローズ

トリロジー (2013/2014/2015)
存在することすら知らなかった！CH.ル・パンのセカンド的存在のワイン！

通常価格 35,200円→29,700円（税込）

109304496

①109306305 ②109305026

ラ・スピネッタ バローロ・カンペ 2006
力強くゴージャス威厳ある佇まいは、まさに百獣の王！

①クリスタルムジ・アグネスシャルドネ 2020
②クリスタルムピーター・マックスピノ・ノワール 2020

南アフリカのトップを走る、クリスタルム最新ヴィンテージ！

少し贅沢に、年末年始にブルゴーニュの特級畑はい
かがでしょうか?味わいと
その価格に定評のある名
家ドルーアン・ラローズは
多くの特級畑を所有し、世
界中から愛されている名
門。ボンヌマールは蔵元の
看板銘柄であり、素晴らし
いアロマと樽香のバランス
は見事!またシャンベルタ
ン・クロ・ド・ベーズも2番
目に大きく所有しており繊
細さも兼ね備える逸品！年
末年始は美味しいピノ・ノ
ワールで乗り切りましょう!

平均年間生産本数500ケース、世界の大富豪の間で50万円を
超える高値で取引されている、あのシャトー・ル・パンにセカン
ドワインが存在している事をご存知でしょうか？「三部作」を意
味するトリロジーという名のそのワインは
1990年代にプライベートワインとして若木の
区画やグラン・ヴァンとしてはまだ出荷すること
の出来ない樽のワインをブレンドして造られま
した。その後は2003&2004年、2005&2006
年、2007&2008年の2ヴィンテージをブレン
ドしたものをわずか3回しかリリースしておら
ず、親しい顧客などにひっそりと販売されてい
ました。今回ご紹介するこのキュヴェは、
2013&2014&2015年の3ヴィンテージをブ
レンドしたもの。生産本数は非公開ですが、ル・
パンの生産本数から考えれば、相当少ないと想
像できます。とにかく希少！
情報量も極端に少ない謎に満ちたワインがこ
の「トリロジー」です。

『ガンベロロッソ』では最高賞トレビッキエリの獲得数がガヤに
次いで第2位、バルバレスコのトップ生産者としてまさにイタリ
アを代表する造り手。「カンペ」はスピネッタのトップキュヴェ・
バローロ。年間生産量は僅か9500本程。濃厚な果実味と力強
くゴージャスな威厳のある佇まいは、世界中
の多くのバローロファンを魅了しています。
ミディアムトーストのフレンチオークの樽
（一部新樽）で24ヶ月熟成。ラベルには、そ
の威厳ある姿とワインの王バローロを重ね
合わせて、百獣の王であるライオンをあし
らっています。一度飲んだら忘れられないラ
ベルは、クリスマスの特別な記憶とともに心
に刻まれていくことでしょう。【パーカーポイ
ント93点】

2006年、ピーター・アラン・フィンレイソン氏によって南アフリカ
の沿岸部のヘルマナスにて設立。「素晴らしいワインは醸造所
ではなく畑で造られる」と言う確固た
る信念のもと、畑の特徴を表現したワ
イン造りを行っています。現在では南
アフリカのトップワインとして、販売と
同時に完売を繰り返すカルト的人気を
誇ります。曾祖母の名を冠したシャル
ドネはパワフルでしなやかな秀逸な味
わい。毎年即完売する銘柄です。ピノ・
ノワールは今年の夏に一度入ってきた
ロットより洗練されていますが、2030
年ごろまで熟成可能なポテンシャルを
秘めています。

オーストラリア/赤

フランス/赤

アメリカ/赤

フランス/赤

イタリア/赤

チリ/赤

フランス/泡

通常価格 35,200円→29,400円（税込）

109305843

109303879

フランス/赤109302252

エルヴェ・ジェスタン
キュヴェ・ジェスタン
エクストラ・ブリュット 2009

限定6本！間違いなくシャンパーニュの頂点の
一つであるジェスタンの最新ヴィンテージ！

24歳にして世界10大シャンパーニュの一つであ
る、あのデュヴァル・ルロワの醸造責任者や、マルゲ
などの自然派シャンパーニュのコンサルティングを
行う鬼才、エルヴェ・ジェスタン。数
多くのRM生産者のコンサルティン
グで人気を集めていた彼が、自身の
理想的なシャンパーニュ造りを極め
造り上げたのが、彼の名を冠した
『ジェスタン』。澱との熟成期間を
120ヶ月以上と長く施し、2009年
の天候を存分に発揮したテロワー
ルは、他の追随を許さない唯一無
二の凝縮感と、涙腺に訴えかけるエ
ネルギーを持ちます。6652本限定
生産。ラヴァーならセラーで数年寝
かせる価値ありです！彼の描く究極
のシャンパーニュ、是非一度お試し
ください！

ルー・デュモン
コルトン 2018

日本人醸造家・仲田晃司氏による
特別な夜を演出する最高に贅沢な一本。

ラドワ・セリニー側の区画「ル・ロ
ニェ」の平均樹齢50年のブドウを
使用したヴィエイユ・ヴィーニュ。新
樽率は50％で、仲田氏が手がける
ワインの中で一番濃厚なのがこの
特級畑コルトン。丁寧に丁寧に仕込
まれたワインは2018年のリッチな
果実味と美しい酸味を兼ね備えた
素晴らしい仕上がりとなっていて、
これが1万円台というのは非常に驚
きです！今後の熟成も期待が高いで
すし、今フルーティさもありしっかり
と濃厚な味わいを楽しむのもまた
一つの贅沢だと思います！

通常価格 21,450円→19,800円（税込）

109306288

ルーウィン・エステート
アート・シリーズ・カベルネ・
ソーヴィニヨン 2001＆2006・セット

オーストラリアの偉大な赤ワインの飲み比べセット！

ルーウィン・エステートは、ア
メリカの大御所ロバート・モ
ンダビの指導の下、1973年
に設立されたプレミアム・ワ
イナリーです。アート・シリー
ズはルーウィン･エステート
がクオリティを追求し、最高
のレベルに達したワインに
向けられるトップレンジ。熟
成して飲み頃のピークの
2001年と大絶賛の2016年
のワインセット。じっくりとお
楽しみください。

109109490

コノスル・シレンシオ・
カベルネ・ソーヴィニヨン

聖夜には静寂を

聖夜に静かにワインと語らうのも素敵なクリスマス
の過ごし方ではないでしょうか。シレンシオ(静寂）と
名前の付くワインです。チリの最大手ワイナリーの1
つ〝コノスル〟が放つ年間生産本数僅か3,000本、コ
ノスルの最上級カベルネ・ソーヴィニヨンがこのシ
レンシオです。チリ最高峰のカベルネ・ソーヴィニヨ
ンを生むアルト・マイポの高樹齢葡萄を使用。砂利
や石の多い痩せた沖積土壌。手摘みで収穫。アル
ト・マイポの高樹齢葡萄を使
用。最良のキュヴェをフレンチ
オーク樽でじっくりと熟成。味
わいの深みが更に増すまで瓶
熟させて仕上げた逸品。プラム
やカシス、赤いベリー系果実の
香りと黒コショウなどのスパイ
スのニュアンス、樽熟成由来の
複雑でエレガントな香りが楽し
めます。2012年 ヴィンテー
ジ：パーカーポイント：93点

①109306366 ②109306367

クロ・デュ・ヴァルウインター・ボトル
ジンファンデル
①シティ・エディション 2019
②ワイナリー・エディション 2019

毎年大人気の少量生産
「冬限定ボトル」2種入荷！！

カリフォルニア最高峰のワイナリー、クロ･デュ･ヴァ
ル。1976年のパリ・テイスティングから10年後のリ
ターンマッチで見事トップに輝き、その熟成のポテ
ンシャルを証明した偉大なる作り手です。ヨーロッ
パの伝統的技法で造り、エレガントで濃すぎない洗
練された味わいのワインで人気を博します。毎年冬
のシーズンを華やかに
彩るエッチングボトルシ
リーズは、ジンファンデ
ルを主体とした濃厚な
赤ワインです。ロースト
チキンやローストビーフ
など冬の定番料理と相
性抜群！数量限定でのリ
リースとなりますので、
是非お早めにご入手く
ださいませ！

南アフリカ/①白・②赤

至極の畑、ボンヌマールとクロ・ド・ベーズ…年末感満載です!

●ダイレクトメール1部につき1回のみ有効 ●他の優待サービスとの併用ができません。 ●一部割引き対象外の商品もございます。
●ダイレクトメール(クーポン券)をご提示いただけない場合はご使用になれません。 ●詳しくはスタッフまでお声掛けください。

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、
右記の通り割引をさせていただきます。是非この機会にご利用ください。

有効期限 2021. 12/31（金）まで
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【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 　　　　　　　　 監修：沼田 英之

最新情報はこちらInstagram

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

あなたの“特別なクリスマス”応援します！

WINE MARKET PARTYは、皆様の「ワインライフ」を応援します。

PARTY 恵比寿 検 索

101Vol.

2021

送料無料 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月17日（金）～12月30日（木）11:00～20:00 / 12月31日（金）10:00～18:00
1月1日（土）～1月3日（月）休業 / 1月4日（火）11:00～19:30

テイスティングバー再開しました！
皆様のご来店をお待ちしております！

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。

年末年始の営業時間について ★

フィリップ・パカレ
①ジュヴレ・シャンベルタン 1ER・CRUベル・エール 2019
②G・C シャルム・シャンベルタン2019
③G・C ルショット・シャンベルタン 2019

世界中で人気の生産者から久しぶりに上級キュヴェが入荷！パカレも納得の2019年！

①通常価格 26,620円→24,200円 ②通常価格 66,000円→62,150円
③通常価格 71,500円→65,780円 ※全て税込価格です。

5,400円（税込）

44,000円（税込）

①109305774 ②109305778 ③109305775

エルメス一族も出資している一流企業キャビア・ドヌーヴィック社が
手掛ける、極上のトリュフバター。当店の人気商品ボルディエバター
の本拠地でもあるブルターニュの有塩発酵バターに世界的にも有
名なフランスペリゴール産の黒トリュフをふんだんに混ぜ合わせた
至極の逸品。開けた瞬間のトリュフの芳醇な香りにまず衝撃を受け、
トリュフの香りとミネラルを含んだバターの味わいが口の中でゆっく
り溶けていくので悶絶必至の味わいです。まずは一口スプーンです
くってお召し上がりください♪シャンパーニュ・シーフード・蒸し野
菜・お肉など様々なお料理・ワインと相性抜群なので、シーンを選ば
ず楽しむことができます♪

304101345

①109305870 ②109305869 ③109304561

フランス

304006321 フランス

冷蔵品

ケンゾー・エステート
紫鈴 rindo 2007

完売必至！
ケンゾー熟成ヴィンテージが当店初入荷！

カプコンの創業者辻本憲三氏が所有する日本で屈指の人気ワイナ
リー。栽培は数多のカルトワインを生み出してきたデイヴィット・エイブ
リュー。そしてもう一人「ワインの女神」と呼ばれる世界屈指のワイン
メーカー、ハイジ・バレットが加わり、世界最高峰のワインが誕生しまし
た。紫鈴【rindo】はワイナリーのフラッグシップに位置づくボルドーブ
レンド。紫の高貴なものを示す色、深みのある果実味と複雑なスパイス
の香り、力強いながらしなやかな質、程よい酸が心地よく、秀逸なバラ
ンスを持ちます。（リンドウの花言葉：心痛める貴方に寄り添って）

109306039 アメリカ/赤

2004年限定2本 2006年限定2本 2007年限定4本

数量限定

数量限定商品のため多数ご利用のお客様はご予約をお薦めします。

1,859円（税込）

コロナウィルスの影響により
商品の遅延が予想されます。

45g

キャビア ド ヌーヴィック トリュフバター

最高級の贅沢！！ペリゴール産黒トリュフ×
ブルターニュ産発酵バター 極上とはまさにこのこと！

コニャック・ポールジロー作るのに使用するユニ・
ブランをそのまま絞った無添加のスパークリング
ジュースです。ポールジローの原点を味わうことの
できるぶどうジュースです。もともとは家族や親類
用に造られていたジュースでした
納得のできるぶどうの出来の年にのみ作られる
ジュースのため幻のジュースと呼ばれることもあ
ります。（2017年は流通なし）今年は入荷すること
になっているのでポールジローの納得できるおい
しいブドウが収穫できたようです。
是非皆様もお味を確かめてみてください

ポールジロー・スパークリング
グレープジュース 2021

コニャックの名手ポールジローのジュースが
今年も入荷しました！

フランス/赤

サン・ジュスト・ア・レンテンナーノ
ラ・リコルマ 2004・2006･2007 各種バックヴィンテージ

僅か2haの畑で造られる極少のメルロー「ラ・リコルマ」

フィリップ・パカレは"早くから美味しい年"と2019年を語っています。暑い年でしたが日照量は多く、また乾燥して
いた為高い糖度を得ています。完全に熟した質の高い酸を味わえるブルゴーニュらしい年です。そんな太鼓判を
押された2019年の上級銘柄を今年は久しぶりに入荷しました!またこちらにも掲載されていない村名ワインもま
だあります。ぜひHPをチェックしてく見てください！

トスカーナ産メルロ最高峰のひとつ『ラ・リコルマ』、サンジョヴェーゼ100％
の名品『ペルカルロ』。 この2つの偉大なワインの成功によって、キャンティ・
クラシコ地区のトップ生産者としてゆるぎない地位を築いたサン・ジュスト・
ア・レンテンナーノ。シトー派修道院が起源で、当時はサンジュスト修道院と呼
ばれており「ジュスト」には、「正義・公正」などの意味から天秤がデザインさ
れています。ブラックオリーブ、ブラックベリーリキュール、ミネラル、チョコ
レート、甘いトーストオークの層。「この傑作ワインを飲まずしてトスカーナの
現在は語れない」と言われるほど、メルローの偉大な力を見せつける、この時
代の贅沢で、魅力的でリッチな味わい。メッソリオ、マッセート、レディガッフィ
に並ぶスーパータスカンの内の一本。数量限定！珠玉のバックヴィンテージ、
全ヴィンテージ同価格での販売です。

通常価格 25,960円→22,000円（税込）

イタリア/赤

村名から特級畑と今年は10銘柄入荷しました!

5
限定

本
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季節商品のご案内♪
フランス/赤 フランス/泡

7,150円（税込）

①7,480円（税込） ②7,700円（税込）

①6,050円（税込） ②3,630円（税込）

2021年、当店のセラーブルゴーニュワインで一番多く販売した
のがこのフォンテーヌ・ガニャールのシャサーニュ・モンラッ
シェ・ルージュ 2017!シャサーニュ・モンラッシェは赤ワインも美
味しいのをご存知でしょうか??赤系果実が美味しい2017年
ヴィンテージと蔵元のこだわる樽香とストロベリーのような気品
溢れるアロマ…。しっとりと柔らかくチャーミングな果実味はリ
ピーター続出!ぜひ美しいブルゴーニュをお探しの方にオススメ
です！

109301336 セラーブルゴーニュ売り上げ本数No.1!

限定24本

①22oz/H200,M64mmφ99mm 
②29oz/H205,M69mmφ114mm

2021年で最も多く売れたブルゴーニュ!
やっぱり人気のフォンテーヌ・ガニャール!

これを飲まなきゃ年末年始はやってこない！
自然派シャンパーニュの筆頭格、マルゲの人気銘柄が入荷！

様々な自然派シャンパーニュを試飲した中で、思わず『うまっ！』と声を上げてしまい
ました。特級アンボネイ村に居を構え、自然に耳を傾けたシャンパン造りを行うの
は、５代目当主であるブノワ・マルゲ。スタンダード・クラスである『シャーマン』は、ア
ンボネイ村とブジー村の特級畑のブドウのみを使用したマルゲ渾身の一本。2013
年からのソレラを一部使用し、この価格からは想像もつかない旨味とキレ、柑橘系
のアロマと洗礼された上品なミネラルが絶妙のバランスで感じられます。醸造の段
階で亜硫酸はほどんど加えないのはもちろん、ドサージュも一切行わない原酒の濃
さ、まさに新世代の象徴です！注目を浴びるマルゲのスタンダード・キュヴェ、お見逃
しなく！

109306193

マルゲ・ペール・エ・フィス シャーマン グラン・クリュ 2017フォンテーヌ・ガニャール
シャサーニュ・モンラッシェ・ルージュ 2017

3,024円（税込）

304101352 イタリア スロバキア

アルドイノ
EVXオリーブオイル・フルクトゥス・ロッソ

日本初上陸！ウィンターバージョンの特別ラベル！

① ②

木村硝子店オリジナル！ハンドメイドの繊細なワイングラス
です。ぷっくりとおおぶりのボウル部分は極薄で飲み口は非
常に薄い作り。背が低いので大き目のボウルでも大げさな
印象にはならず、落ちついた雰囲気を作ります。冬場にゆっ
くりと…しっかり目の赤ワインを楽しむのにもぴったりです。
よりワインにこだわりのある方へのプレゼントにも！きっと
喜ばれます！
カリクリスタル製、専用BOX付き

①サヴァ22oz 402002833 ②サヴァ29oz 402002684

木村硝子店
①サヴァ 22oz（680cc）
②サヴァ 29oz（910cc）

変わらず人気のサヴァシリーズは職人が丹精込めて仕上げる贅沢な逸品！

ドイツ/泡白 赤

通常価格 8,360円→7,800円（税込）

スペイン/その他イタリア/白泡

1,925円（税込）

2021年より3年間「F１」公式パートナーになったフェッラーリ。2021年9
月6日ミラノにて特別ボトルを発表。なんと世界の主要なサーキットコー
スから日本の鈴鹿サーキットが選ばれています！！限定ボトルが造られた
のは4都市『MONZA』『SUZUKA』『SILVERSTONE』『SOCHI』(その他
の都市の日本での発売は未定)。「F1」の赤いロゴにくわえ、鈴鹿サーキッ
トのコースがエチケットに！！これはモータースポーツ好きな方にはたま
らないのではないでしょうか？ギフトとしても間違いのない1本です！

109306174

日本の「鈴鹿サーキット」がフェッラーリのボトルになって発売！
イタリア史上初！2021年よりフェッラーリがF1のオフシャルパートナーに！

今季新登場！心も体の温まるグリューワイン！

ジ・アグリー・グリュー・ワインは、スペイン産テンプラニーリョ
100%のフレッシュ&ジュシーな赤ワインに、新鮮な柑橘系フ
ルーツやナチュラルハーブ、スパイスを使用した高品質な、や
や甘口のワイン。人工甘味料や人工香料は一切不使用。お鍋
に入れて沸騰しない程度に温めてお召し上がりください。一
人前ならマグカップに入れて電子レンジでも可。お好みでオレ
ンジやシナモンなどを加えて自分のレシピを作ることも出来
ます。冬の寒さの中でほっこり暖かくなれる美味しさです。飲
み終わった後は、この可愛いボトルにお好きなドリンクを入れ
られるのも嬉しい！

109306244

ジ・アグリー・グリュー・ワイン
フェッラーリ 　
F1® リミテッド・エディション“スズカ”（鈴鹿ボトル）

通常価格 6,380円→5,500円（税込）

ゴーミヨ誌上において前人未踏の3年連続「最優秀赤ワイン」賞を受賞､
そして｢ライジングスター｣賞も受賞し、その後世界中から注目されるよう
になったベッカー｡クリスマス専用のスパークリングワインは「ピノ・ノワー
ル50％、ピノ・ムニエ50％を使用。瓶内二次発酵後、2年以上熟成。非常
に高品質で圧倒的な完成度！シャンパーニュを思わせるような細やかな
泡、繊細な飲み口の中に、収量を抑えたこだわりの黒ぶどう由来の力強
さと奥行きが感じられます。」
ピノ・ノワールを使用した赤は「2,400ℓの大樽（ドッペルシュトゥック）で
熟成されたキュヴェ。2009年がファーストヴィンテージで、古典的なシュ
ペートブルグンダー（ピノ・ノワール）のスタイルを目指して造られたも
の。JALのビジネスクラスでも扱われた赤です！」どちらも可愛いクリスマ
スバージョンが限定入荷！

①109303357 ②109303356

フリードリッヒ・ベッカー
①キュヴェ・サロメ ブラン・ド・ノワール スノー・ベッカー N.V
②ドッペルシュトゥック シュペートブルグンダー スノー・ベッカー 2017

ブレッド＆バター カベルネ・ソーヴィニヨン 
カリフォルニア 2019

今年もあの「クリスマス専用」スノー・ベッカーが入荷しました！あっという間に売り切れます！

アメリカのみならず、世界でも根強い人気を持つ造り手です。古き良
きカリフォルニアらしく、樽の使い方が非常に上手く、果実味もたっぷ
りでリッチなスタイル。シャルドネと同様に完熟したブドウを使用し、
最新技術を存分に取り得れています。バニアやモカ、ココナッツのニュ
アンスなどの香りを楽しめる濃厚ワイン好きには堪らない1本！牛肉
ステーキや羊のローストなどに料理は勿論、牛筋の煮込みや、トマト
煮込みなどの温かい料理とも抜群の相性です。

109208429

ステーキ、煮込み、温かい料理と相性抜群！
人気ブランドのハイバリューカベルネ！

通常価格 3,850円→3,630円（税込）

通常価格 4,400円→4,290円（税込）通常価格 2,475円→2,365円（税込）

「愛の土地」を意味し、牧歌的な美しさに魅了されない人はいないと言われる
地。90年代後半、この地は銘醸畑の一つとみなされていましたが、所有が変わ
りブドウ畑は放置されてしまいます。そこに早くから目をつけていた名門ス
ターク・コンデのオーナー醸造家が、敷地内に新しいセラーを建設させ、大規模
な畑の整備に取り組み、2018年待望の初リリースをはたしました。直接圧搾
法で造られるロゼは、鮮やかで滑らかな質感と芳醇さを持ち合わせる新鮮さを
もつ素晴らしい味わい。愛のキューピッドが乗るスプリングボックが描かれたラ
ベルはプレゼントにも最適です。

109306293

リーフランド・ヴィンヤーズ リーフクース ロゼ 2021
クリスマスプレゼントにピッタリ！南アフリカの名門が造る「天使が乗ったロゼ」

ピエロは元医師のマイケル･ペターキンが1979年に西オーストラリア
州マーガレット･リヴァーに興したプレミアム･ワイナリーです。ダーク
フルーツの果実味にカベルネ・フランのグリーンノートが涼やかで、冷
涼なヴィンテージの特徴が感じ取れれます。バランスの良いミディアム
ボディで、きめ細かいタンニンがオーク樽の風味に溶け込み、しっかり
としたストラクチャーがあります。手摘みしたブドウをフレンチオーク
樽で12ヶ月熟成。「L.T.CF＝Little touch of Cabernet Franc」を意
味する。

ピエロ カベルネ・ソーヴィニヨン・メルロー L.T.CF.
クリスマスラベル 2017

冷涼な年ならではの、バランス良く飲み応えのある一本！
109306240

当店で不動の人気を誇る、ゴールドの巻紙でお馴染みのアルドイノ
EXVオリーブオイルから冬バージョンの特別ラベルが新登場！真っ赤
な巻紙にゴールドの文字と柄でクリスマスらしさを演出しています。
アルドイノ社は1870年リグーリア州インペリアに創業。小規模生産者
ながらその名前は今や世界中に知れ渡っています。フルクトゥスとい
う名前はフルーティーな後味に由来しています。不純物を取り除く際
にフィルターは使用せず、自然に沈殿した上澄みのみを瓶詰めして
いるため、フルーティーで柔らかな味わいが特徴です。

アメリカ/赤

南アフリカ/ロゼ

オーストラリア/赤

数量限定

500mℓ
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数量限定のお得な商品をご紹介！

試飲した時からグッと来たボルドーの良年2006年のボルドー!当
初は60本のみでしたが待望の再入荷が決定!ボルドー専門のイン
ポーターも“この価格と熟成2006年は滅多に出てこない。”とい
うのも納得してしまう出来栄え。熟成により柔らかくなった果実味
とコーヒー香を纏ったアロマも素晴らしい…。どちらかというと、
しっかりとした果実味よりじわっと来る旨味を連想させます!ぜひ
一度お試しください！

109305450

数量限定20%OFF

数量限定10%OFF

数量限定30%OFF

数量限定30%OFF

現品限り全品20%OFF

現品限りお買い得

シャトー・ラ・クロワ・ブーエイ 2006

リピーター続出!
2006年のボルドーがこの価格はあり得ません！

毎週土曜日に入荷予定の、切りたてプロシュート！薄く薄くハ
ンドスライスしたプロシュートは小売り店で購入して味わえ
る風味ではないのです！生ハム専門店やベテランの職人さん
がいる飲食店でしか食べれなかった一度食べたら忘れられ
ない癖になる味わい！北イタリア・パルマ地方特有の吹き付
ける冷たく乾燥した風を利用して土着の菌と共に18ヶ月以
上自然乾燥させたプロシュートは優しい塩味と、しつこくな
い脂身、余韻が長い赤身の旨味が口の中いっぱいに広がり
ます！空輸で輸入しハンドスライスで仕上げた切りたてプロ
シュートが999円で購入できるのは当店だけです！！

304101267

プロシュート ディ アバテ ディッソッサート
18ヶ月熟成

当店オリジナル！！切りたての極薄生ハムが衝撃プライスで爆誕！

999円（税込）

フランス中部にある歴史的地域Berry（ベリー）に1818年設立の磁器ブランド、ピリヴィッ
ツ社。微かに青みがかかった白色が美しい、
100％メイドインフランスの製品です。気品ある
縁付きデザインはシンプルかつ清々しく、メイン
のお料理がとても良く映えます。ピリヴィッツ社
は製造プロセスを通じて、廃棄磁器のリサイク
ル等、地球環境への配慮に取り組んでいます。

PILLIVUYT
①クイーンアン ディーププレート 24cm
②クイーンアン プレート 29cm

上質な食卓を演出します。心地の良いフランス製プレート

1,815円（税込）

通常価格 4,070円→2,860円（税込）

通常価格 5,280円→4,752円（税込）

通常価格 5,500円→4,400円（税込）

今や日米両国で大人気のジョエル・ゴット。そのジョエルの父カリー・ゴット
は、この道40年以上のベテランで、ソノマの優良栽培家達と手を組み、素
晴らしいワインを造っています。ソノマの銘醸地ナイツ・ヴァレーの自社畑
ベッツィーズ・ヴィンヤードは複雑な地形と気候の栽培条件をもち、様々な
品種の個性を発揮しています。果皮が厚く果粒が小さいプティット・シラー
らしい暗い色調。熟した黒系果実にグリーンペッパー、ローズマリーなど
のハーブの香り、濃厚で複雑な味わいの上質な赤ワインです。コロナ禍の
影響もあり、蔵出しバックヴィンテージが特別価格で入荷しました。

109306304

ロウアー プティット・シラー ナイツ・ヴァレー 
ベッツィーズ・ヴィンヤード 2014

ハーブの香りがアクセント！7年瓶熟成した濃厚なプティット・シラー！

高度が高く冷涼なこの地方は、長期の貯蔵が可能な、非常に洗練された優
雅なリースリングを産出します。南オーストラリアは世界クラスのリースリン
グの産出地として国際的に認知され、エデン・ヴァレーは常に重要な役割を
果たしています。若い頃は、はっきりとしたリンゴとライムの香りと、ミネラ
ルの鋭い切れ味と自然な酸味がし、個性を生み出す。リースリングを使用
し、長い間ワインを製造していますが、このワインの進化により歴史で新し
い章が開始されました。

100101611

ペンフォールズ 
ビン51・エデン・ヴァレー・リースリング 2018

クレア・ヴァレーと双璧をなす、
オーストラリア・リースリングの最高の産地！

通常価格 5,500円→3,850円（税込）

フランス/赤

フランス/赤

リストラック・メドックにある2世紀もの歴史を誇るシャトー。現在はあのラ
グジュアリーブランド「HERMES エルメス」が所有！畑の面積は47ha、村
の中心に位置する端正なシャトーは、素晴らしい英国風の庭園になって
います。リストラック・メドックは広さ635ha、ムーリスとほぼ同質のテロワ
ールにありますが、カベルネ・ソーヴィニヨンよりメルローの栽培比率が
高い為、ムーリスのワインより早熟の傾向にあります。艶やかに美しく輝く
ガーネット色。カシスやプラムなどのソフトな黒系果実の香り。上品で豊
かなタンニンとフレッシュな酸。ゆっくりと余韻が広がる魅力的なワイン。

109306173

シャトー・フルカ・オスタン 2011
あの「HERMES エルメス」が所有する歴史あるシャトー！ 

通常価格 5,214円→3,960円（税込）

イタリア/白

マラミエーロはペスカーラに拠点を置くアブルッツォでも指折りのワイナリー。
ハチミツトーストやオレンジ、スパイスのアロマが感じられ果実の凝縮度も高く、
クリーミーでふくよかな果実味を、滑らかな酸がバランスよく支えるトレッビアー
ノの傑作です。トレッビアーノの生産者といえばヴァレンティーニやエミディオ・
ペペが挙げられますが、前者とは異なり、新バリックにて発酵、熟成を行った厚み
のあるフルボディ。こちらもひとつのトレッビアーノの完成品と言えるでしょう！

109100659

マラミエーロ アルターレ 
トレッビアーノ・ダブルッツォ D.O.C. 2018

「まるでサンサンとした太陽」のようなフルボディ白の傑作！
リッチでミネラル、果実味のパワー、3拍子そろった樽トレッビアーノ！！

15年熟成！毎日飲みたい!?嬉しい味と価格!

ジュラのお値段以上な生産者として人気を博しているジェローム・アルヌーはあの
人気生産者ティソの右腕として十年以上活躍していました。そんな実力派の彼の
2015年のアルボワ・シャルドネが素晴らしかったのです…。マロングラッセ、熟成感
を感じるような香ばしく豊満なアロマ、マーマレードやシトラスの風味が素晴らしい
味わいの今が飲み頃のジュラ・シャルドネ!試飲したスタッフ大絶賛でこれからの時
期に楽しみたい、そんな2015年のシャルドネです！現地在庫も完売ですが、今回は
年末特別価格でご用意しました。ぜひ熟成したシャルドネがお好きな方にお勧めの
一本です！

109306323

ジェローム・アルヌー
アルボワ・シャルドネ・カンテサンス 2015

スタッフ大絶賛!このジュラのシャルドネが素晴らしい！その名も“カンテサンス”

通常価格 4,400円→4,299円（税込）

フランス/白 ジュラの人気生産者から熟成したシャルドネが限定価格！

②通常価格 5,940円→4,752円（税込）

①通常価格 3,740円→2,992円（税込）

アメリカ/赤

オーストラリア/赤

オーストラリア/白

1984年に、ブルゴーニュの「プス・ドール」の共同経営に携わり、ブ
ルゴーニュの栽培･醸造法から異なるクローンやオーク樽の事ま
で様々なことを学びました。帰国後、ブルゴーニュから独自に良質
なブドウ樹のクローンと拘りのオーク樽を輸入し、、自分たちが理
想とするワインの味わいを追求しています。心地の良い樽の香り
と、オーストラリアらしい果実味と力強さと、ブルゴーニュの様なエ
レガントさが、心地よく長く続く魅力的なワイン。

109303651

ピカーディ ピノ・ノワール 2018

ブルゴーニュで学んだ経験を昇華させた
絶品ピノ・ノワール！

通常価格 3,300円→2,750円（税込）

1993年に創業したコノスル。革新的である事をポリシーとして、有機栽培やスク
リューキャップなどを世界に先駆けて導入したワイナリーです。チリ最高級のシャル
ドネを生む、カサブランカ・ヴァレーはエル・センティネラ葡萄園のシャルドネを使用
のブラン・ド・ブランです。24ヶ月もの瓶熟を経てドザージュもせず、もともとの原酒
で補填という拘り。味わいは白い花や柑橘のニュアンス、キリリとした酸にミネラル
が感じられます。上質なブラン・ド・ブランですので、シャンパーニュとブラインドをし
ても面白い１本！

109205371

コノスル ブラン・ド・ブラン センティネラ ブリュット 2015 

冬のごちそうと一緒に是非！
シャンパーニュと同じ製法のチリスパークリング！

イタリア

80g

フランス①403002634 ②403002637

チリ/泡

冷蔵品 当店オリジナル商品

①

②
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今月のおすすめワイン「個性溢れるこだわりのワイン！試してみてください！」

スペイン/ロゼ

フランス/泡109306291 ドイツ/白 アメリカ/白

限定6本ずつ！ムルソー一級畑をお楽しみください!

ロベール・シリュグ ブルゴーニュ ピノ・ノワール 2019
今から楽しめる!名門が贈る極上のACブルゴーニュ!

109306143 フランス/赤 話題の2019年が入荷！美しきシリュグのACブルゴーニュ!

カステッロ・デラ・サラ（アンティノリ）
チェルバロ・デラ・サラ 2018

モンラッシェを意識し、イタリア白ワインの歴史を変えたアンティノリを代表する1本！

名門アンティノリがウンブリアで手掛けるワイナリー。中でもフラッグシップワインで
あり、イタリア白最高峰として高い人気を誇るのがチェルヴァロ・デラ・サラ。
2000VT はスペクテイター誌の世界 TOP100 にランクイン。熟したマンゴーやアプ
リコット、パイナップルなどの果実のアロマに、ローストナッツやバニラのニュアンス。
程よい樽のニュアンスに加え、美しい酸と爽やかなミネラル感。モンラッシェを意識
した果実の旨味が詰まったコクのある味わい。後に続くトロピカルフルーツを思わ
せる余韻も魅力的です。名実ともにイタリアを代表する白！

109305634

ベッレンダ コントラーダ・ディ・コンチェニゴ
コッリ・ディ･コネリアーノ・ロッソ DOCG 2012

これぞ北イタリアの“モンローズ”！？「神の雫」でも話題となった1本！

109009438 イタリア/赤

イタリア/赤

イタリア/赤

イタリア/白

109306245

プラダ・ア・トペ シャンプラダ・ロゼ・エクストラ・ブリュット N.V.
ゴデーリョ&メンシアで造られるロゼの泡が旨い！

オーナーのホセ・ルイス・プラダ氏は若い頃、カラフルな車にワイナリー名の
「PRADA A TOPE（プラダ最高！」とペイントし、ヨーロッパ中を巡り、注目を集める。
その後地元ビエルソに古い屋敷を購入。敷地内にワイン醸造所、ホテル、レストラン
を建て、自身のユートピアを築く。ワイン造りは伝統を重んじて、人の手によって造る
ことにこだわり、早くから有機栽培を実行。こちらは美しい赤色のビエルソを代表す
るロゼスパークリング。澱とともに10か月瓶内熟成。ザクロやサンクランボ、クラン
ベリーなどの香り。フレッシュな酸も心地よい辛口のロゼ！

109300438

デコイ・リミテッド
シャルドネ ソノマ・コースト 2020

デコイの上級にシャルドネが登場！洗練された出来の2020VTG

ダックホーンのセカンド的位置づけでスタートしたデコイ。その後ソノマに自社畑
を増やし、現在ではアンダーソン・ヴァレーからモントレーまで冷涼な品質の高い
海岸地区をも供給元に増やしています。そしてこちらは2018VTGよりスタートし
たデコイの上級「リミテッド」シリーズ。ソノマの銘醸畑から、細心の注意をはらって
選別した美しいブドウを使用しています。優雅でピュア、そして心そそる果実味を
持ったソフトでエレガントなワイン。ワンランク上のディナーを演出してくれます。

109306300

ストーリーテラー
イントゥ・ザ・フォグ ピノ・ノワール 2019

美しくも濃厚な果実味をもつソノマのハイバリュー・ピノ・ノワール！

イギリスの大手名門スーパーをはじめ、世界20か国以上に顧客を持ち、ニーズに合っ
た様々なプライベートブランドを展開するWX社が手掛ける、高品質ソノマブランド。冷
涼な高級産地、ロシアンリヴァー、ソノマ・コースト、カーネロス(ソノマ)などのブドウを
ブレンドして、凝縮した果実味を実現しています。穏やかな質感と明るい酸、深いワイン
に仕上がっています。ソノマ産ピノ・ノワールで、ここまでバリュープライスに優れたワイ
ンはないでしょう。クラシックなコック・オ・ヴァンなどと合わせたい味わい。

109306281

109306302

ケンウッド・ヴィンヤーズ ジャック・ロンドン
カベルネ・ソーヴィニヨン ソノマ・マウンテン 2017

狼のように力強い！ソノマの銘醸畑が復活しました！

ソノマ・ヴァレーの北側に位置するケンウッド地区で設立されたワイナリー。ブドウ
畑は140年の歴史を持っています。ジャック・ロンドンは有名な単一畑で、ジンファ
ンデル、カベルネ・ソーヴィニヨンといった深みのある品種に適している赤褐色の
溶岩質土壌。非常に上質な深淵なブドウが生まれます。ブラックチェリーやバニラ
の香りに、高級チョコレートを思わせる深み、芳醇かつバランスの取れた豊かなフ
ルボディの味わいと、見事な余韻をもたらします。ローストビーフやラム肉など力
強い料理と相性抜群。

109306301 アメリカ/赤

ニュージーランド/白

ザンクト・ニコラウス ミケ リースリング 2020
1本あたり22円を動物愛護団体へ寄付♪可愛い猫のドイツリースリング！

輸入元ヘレンベルガー・ホーフさんが29年間続けている「ぶどうの樹3本のオーナー」の畑の管理をお願いしているトーマ
ス・バスツゲン氏から「ドイツでは厳しいロックダウン政策の為、ホテル、レストラン、ワインショップが営業停止となり、葡萄
やワインの行き場が無くなってしまっている・・・」と連絡を貰い、男気のあるヘレンベルガー・ホーフの社長は即決で「その
リースリング全部買います！」と手を上げ、一からスタートしたプロジェクト「ミケ・リースリング」。2020年、コロナで無くした
物を探しに行くというテーマを元に三毛猫のラベルとし、猫のお気に入りのバルに皆が戻ってくるストーリーのイラストを
作成。そして、社会貢献も含め、1本あたり22円を動物愛護団体へ寄付する事を決めて造られた白ワイン。中部モーゼルの
銘醸地ケステン村のリースリングを使用。ステンレスタンクにて低温発酵、熟成。華やかな青りんご、白い花の香り、とてもフ
レッシュで冷涼なモーゼルらしいエレガンスとミネラル感、心地よい甘さが広がります。

109306276

グランポレール 
長野古里・リースリング・貴腐 2015

黄金色の輝きと蜂蜜のように優しく甘美な香り！

千曲川の支流である浅川に隣接し、川より下側に位置しているため、秋が深まると
朝霧が園内にこもり易い環境となり、貴腐菌がブドウに繁殖し易くなります。比較的
酸度が高い状態で貴腐菌が繁殖することから品質の高い貴腐ぶどうとなります。
リースリング種貴腐ブドウを厳選し、平均糖度45度という蜜のようにトロリとした果
汁を丹念に醸造。収穫をぎりぎりまで遅らせ、非常に糖度の高いぶどうで造られる
貴腐ワイン。黄金色の輝きと、蜂蜜のように優しく甘美な香りに溢れ、心地良い酸味
と洗練された甘みが広がります。

100101555 日本/甘口白

ジョセフ・フェルプス　
カベルネ・ソーヴィニヨン ナパ・ヴァレー 2018

年々需要が供給を上回り、入手困難になってきたフェルプスのナパ・カベルネ！

カリフォルニアで最も芳醇で深い味わいを持つ。と言われる「インシグニア」で名
声を確立させたジョセフ・フェルプス。造られるワインは年々洗練されていくと同
時に人気を博し、需要に供給が追い付かない状態になっています。仏樽49％、米
樽51％で18ヵ月熟成(新樽率40％)。開けたてからフローラルな香りと黒系果実
のコンポートのような深みがあります。エネルギーがあり、口中に長く滞在する素
晴らしい味わい。2018年は安定した気候で、秀逸なブドウが収穫できたヴィン
テージです。

アメリカ/赤

アメリカ/赤

通常価格 3,080円→2,970円（税込） 4,620円（税込）

4,640円（税込）

ファン・ロッゲレンベルグ
ブルトン カベルネ・フラン 2017

少し寝かせてスパイシーさが増したプレミアムヴィンテージの2017年カベルネ・フラン！

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
年の初リリース直後から高評価を得ました。基本的に「ワインメーカーというよりファー
マー」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に
行っています。きめ細かいタンニンが非常に上品。100%全房で自然発酵、少々エッジ
の効いた酸と、赤い果実の心地よさ。ラム肉の香草焼きなどと好相性です。クリスマス
に食べたい料理と抜群の相性です！

109206727 南アフリカ/赤

ペットナット ミャオ ロゼ
もぎたての桃を絞ったようなジューシーさが魅力のペットナット入荷してます

チリの老舗ブティックワイナリー、エチェヴェリアの造るナチュールロゼです。エチェヴェリアは食事に合うワインをコ
ンセプトにフランスワインのようなエレガントなスタイルのワインを目指し造ってきたワイナリーですが、近年、ナチュ
ラルなワインも発売。培ってきた技術と経験で造られたワインは完成度も高く、国際的に評価も高く評価されていま
す（当店でも大人気のノエスピトゥコが成功例です）。ぶどう栽培に理想的な気候条件をもつクリコヴァレー、モリー
ナに所有するワイナリーを取り巻く80haの単一葡萄畑で手摘みで収穫。天然酵母による醗酵を行い、糖が残ってい
る果汁を瓶詰し、瓶内で醗酵をさせます。醗酵後は澱引きなどせず、ドサージュも行いません。澱引きをしないため濁
りの残るペティアンに仕上がります。また、色づけに２％ノエスピトゥコに使用しているカベルネフランを使用ていま
す。味わいはまるでもぎたての桃をかじったかのようなジューシーな味わいです。

109210042 チリ/ロゼ泡

ル・クロ・デュ・テュ・ブッフ
①ルージュ・ガメ 2020  ②ロゼ 2020

カジュアルラインでこのクォリティ！ピュズラの最新ヴィンテージが大人気☆

①109305940
②109305939 フランス/赤 ロゼ

フランス・ロワール地方を代表する大人気自然派生産者、ピュズラ兄弟有
するクロ・デュ・テュ・ブッフより最新ヴィンテージをご紹介します☆ガメイ
やカベルネ・フランから織りなされるフレッシュ＆フルーティでキュートな
ロゼと、ガメイ100%、スムースかつ香り高い果実味に魅了されるルー

ジュ！天候に恵まれた2020年。どちらもしっかり目のアルコール感があり、びっくりするほど
フードフレンドリー！休日のランチやディナーのお供に。ナチュール好きな皆さまに気軽に親し
んでいただきたいワインたちです♪

数量限定

12本限定入荷！

スペイン/泡ロゼ

ニュージーランド/赤 ニュージーランド/赤

クラギー・レンジ 
ソフィア・ギムブレット・グレーヴェルズ・ヴィンヤード 2008

飲み頃！ニュージーランドの最高峰のワイン！

クラギー・レンジのスティーヴ・スミスは1996年にマスター・オブ・ワインに一発合
格し、1998年にワイナリーを設立。クラギー・レンジの特徴は、単一畑への拘り。そ
れぞれの品種に適した特級クラスの畑から少量生産、高品質のワインを生み出し
ています。また、ニューワールドでありながら、ヨーロッパを思わせるクラシックな
味わいがまたファンの多い要因です。上質なタンニンの層が、カラントの風味と豊
かな印象を与えます。

109300543 ①109303850  ②109303848  ③109303849

クメウ・リヴァー マテズ・ヴィンヤード・シャルドネ 2017
これぞまさに、ニュージーランド最高のシャルドネ！！

ニュージーランド初のマスター・オブ・ワインが造るシャルドネ！オークランドから北
西に約20キロ離れたクメウ地区に1944年に設立。トップ・キュヴェであるマテズ・
ヴィンヤードの樹齢は20年以上。メンドーサ・クローンのシャルドネを使用し、全て
手摘み、野生発酵。香りはとても華やかでありながら硬く引き締まったミネラルを
感じます。100％樽発酵。100％マロラクティック発酵。樽熟成11ヶ月。間違いなく
ニュージーランドで最高のシャルドネです。

109202958

8,800円（税込）

ベッレンダ社は高品質なスパークリングワインの生産者として知られていますが、この赤も秀逸。
あえて国際品種であるカベルネ・ソーヴィニヨン、メルローのボルドーブレンド。「日本でなぜこん
なに売れているのか」と生産者も驚いているとのことですが、漫画『神の雫』の「フランスワインvs
イタリアワイン」対決に登場したことも人気のひとつ。ダークチェリーや豆、穀物、北イタリアのカ
ベルネらしいハーブやグリーンの要素。樽熟成させた重厚な飲み応えに納得の赤ワインです。
スーパートスカーナ好きの方必見！2012年で
この価格、北のカベルネも秀逸です。

プロヴィンコ シデレウス トスカーナ・ロッソ 2016
ガリレオ・ガリレイの書籍『シデレウス』と名付けられたモダントスカーナ！！超濃厚です！！

109306292

フラテッリ・セリオ エ・バッティスタ・ボルゴーニョ　
バローロ DOCG 2016

これぞバローロ！昔ながらのクラシックスタイルを貫く名門。
109303294

1897年に創始者のフランチェスコ・ボルゴーニョ氏によって設立。彼はバローロの村長
を30年も務めたこの地ではなくてはならない人物。この地の人々を愛するがあまりバ
ローロでは初めての幼稚園を設立する程。現在もTiniと呼ばれる50hlの木樽での醗酵、
オーク材の大樽で熟成をさせる伝統的な醸造製法を貫いています。バリックは一切使用
しません。畑は1ha。手摘み収穫。オーク材大樽にて、熟成期間は年によって異なる。大樽
熟成によるエレガントで美しい味わい、クラシックなバローロの醍醐味が存分に味わえ
ます。超グレートヴィンテージとなった2016年！

2,200円（税込）

11,000円（税込）

フランス/白

ドメーヌ・ジャン･マルク・ボワイヨ
レ・ロック・ルーサンヌ 2019

ブルゴーニュの実力派が醸す! 話題の樽発酵・樽熟成ルーサンヌ!

109306235 ルーサンヌの樽熟成でこの価格!?お見逃しなく!

アスル・イ・ガランサ 
ナトゥラレサ・サルバヘ・クラレット 2020

黒ブドウと白ブドウの混醸で造られるチャーミングなクラレット！

畑はピレネー山脈の始まりでもある場所に位置。スペイン北東部の砂漠地帯でワ
インを造る、たった一軒のボデガ。このキュヴェは、ガルナッチャとガルナッチャ・ブ
ランカを混醸。赤白両方の良さを1本のボトルに表現したアスル・イ・ガランサの新
たな挑戦。ステンレスタンクで野生酵母のみを使用し発酵（30%は全房発酵）、コ
ンクリートタンクにてMLF。熟成はアンフォラで6ヶ月。清澄剤は使用せず、ノンフィ
ルターで瓶詰め。イチゴやチェリーの可愛らしい果実味にハーブのニュアンスも感
じる、柔らかくフレッシュな味わい！

109306249

元オリヴィエ・ルフレーヴの初代醸造長や、親戚である"エティエンヌ・ソゼ"の名立
たる畑を相続するなどブルゴーニュきっての白ワインを醸してきたジャン・マルク・
ボワイヨ。そんな彼のラングドックのルーサンヌも素晴らしかった!ピク・サン・ルー
内の石灰質の強い自社畑のルーサンヌを100％使用。樽発酵&樽熟成（新樽10%）
を施しており、酸味とアルコールのボリューム感がとてもリッチ。フランスワインファ
ンから、ワイン好きの集まりなどで飲みたい1本です! 2,750円（税込）

ヴォーヌ・ロマネ人気生産者のACブルゴーニュが素晴らしかった!近年アルノー氏に世
代交代をし、DRCと同じ選別機械を導入しその品質の高さはさらに向上しています♪
ヴィンテージに関しても"2019年はブルゴーニュ・ファンが満足する年"と折り紙つき♪
このACブルゴーニュはクロ・ド・ヴージョの近所やシャンボール村などコート･ド・ニュイ
のブドウを贅沢に使用した名家ならではの高品質ACブル！生産量こそ少ないものの、
この銘柄の大量入手に成功!特別価格でご提供させて頂きます!華やかな果実味と美し
い酸!あらゆるシーンで楽しめる味わい!
2019年のシリュグをお見逃しなく! 通常価格 5,137円→4,950円（税込） 8,800円（税込）

6,820円（税込） 通常価格 3,080円→2,860円（税込）

通常価格 33,000円→30,000円（税込）3,190円（税込）

ペリエ・ジュエ ブラン・ド・ブラン　
ミシャー・トラクスラー グラス2脚セット

日本限定300セット！あのペリエ・ジュエから最新ギフト・ボックスの登場です！

フランス/白

ドメーヌ・ジャン・マリ・ブズロー
①ムルソー・1ER･CRU ポリュゾ2019
②ムルソー・1ER･CRU シャルム 2019

限定6本!美しく伸びる余韻…。ムルソーの銘醸地が驚きのプライス!

多くの高級店で使用されているムルソーの生産者がこの生産者!ムル
ソー1級畑の中でも高い人気を誇るシャルムとピュリニー・モンラッ
シェのような透明感とふくよかなアロマが楽しめるポリュゾ!近年評価
を上がっていますが、価格は嬉しい据え置き価格。蜜のような甘さと気
品あふれるスタイルは年末に飲みたい!和食やお寿司、繊細なお料理
とぜひ合わせてみてください!

16,500円（税込）

①109305321
②109305322

各12,100円（税込） ①赤②ロゼ 各2,860円（税込）

通常価格 3,099円→2,860円（税込） 2,310円（税込）

ワインだけではなく観光地としても有名なトスカーナ。そんなトスカーナで生まれた物理学
者『ガリレオ・ガリレイ』。彼は天文学にも精通しており、1610年、一冊の論文を発表する。タ
イトルは『Sidereus Nuncius（シデレウス：星空のメッセンジャー）』。この論文は、望遠鏡を
使った木星衛星（ガリレオ衛星）の観測記録。天動説が有力だった当時としては、この論文は
異端として扱われはしたが世界にガリレオ・ガリレイの名を博すこととなった偉大なる論文。
このワインは美しく輝く明るい星のように、そして、ガリレオ・ガリレイのように威厳があり偉
大なワインという想いで名付けられたそう。濃厚ワインの新星！重厚感にくわえ、しっかりと
支えられた骨格、しなやかさ、この価格では敵なしとなりそうな
圧倒的コスパのスーパータスカン！【ルカ・マローニ96点】

スペイン/その他

ロラ・モラ レッド・スパニッシュ・サングリア
スペイン産のスタイリッシュでグルメなサングリア！

スパニッシュ・レッド・サングリア「ロラ・モラ」はスペインの太陽をいっぱい
に浴びた高品質ブドウ（テンプラニーリョ100%）とシトラスフルーツ、厳
選されたスパイスやハーブから造られました。人工香料や人工甘味料は
一切不使用。スペインの伝統的なレシピに沿って造られ、スタイリッシュな
「現代」と昔ながらの「伝統」が融合した最も新しいサングリアです。広口
瓶である事を利用して、オレンジ等のフルーツを直接瓶に入れてオリジナ
ル・レシピを作ったり、氷入ったのグラスに注いだり、自由に楽しむことが
できるサングリアです。 2,178円（税込）

ベル・エポックをはじめ、華やかで官能的なシャンパーニュを世に排出し続け
るペリエ・ジュエから、大人気のブラン・ド・ブランが入ったギフトボックスが
登場！小鳥や蝶、花などの可愛いデザインが水彩画として描かれた限定
BOXのデザインは、ウィーンを中心に創作活動を続ける2人組の若手デザイ
ナー、ミシャー’トラクスラーによるもの。特別なデザインで描かれた専用グラ
スが二脚ついて、このお値段なのも嬉しい！もちろん女性へのギフトなら喜

ばれること間違いなし！当店36セットの限定入荷、気になる方はお早めに！

① ②

通常価格 17,600円→15,400円（税込）

プロヴィダンス
①シラー 2004　②フォー・アポッスルズ 2006
③プライベート・リザーヴ 2004

ニュージーランドの元祖カルトワイン！

世界中が注目する「プロヴィダンス」。僅か2haの畑から生み出されるこのワインは化学肥料、
除草剤、酸化防止剤や保存料一切不使用。①はシラー100％。②は４品種のブレンド。「四人の
使途」を意味するワイン。③は最良のブドウで造るボルドー右岸ブレンドのアイコンキュヴェ。赤

いベリーと仄かにチョコレートの香り。口当たりは黒系果実と渋み、樽のニュアンス、口当たりを支るタンニンが長い余韻
へと導きます。良年にしか造らないプロヴィダンスの中でも、力強さや構成力よりエレガンスやフィネスを兼ね備えた年。

①21,560円（税込） ②26,785円（税込） ③26,785円（税込）

2,750円（税込）

①ベティッグ ロス パリエンテス ヴィーノ 
　ヴィニエド シャルドネ 2020
②ベティッグ ロス パリエンテス ヴィーノ 
　ヴィニエド ピノ・ノワール 2020

聖域の美と称される珠玉のワイン

①109210039
②109210040

伝説を創り続けるエラスリスのチーフワインメーカーとして数々の功績をあげてきた天才醸造家ベ
ティッグ氏が満を持して、独立。彼が自分のワイン造りに選んだ土地は故郷のマジェコ・ヴァレーのトライゲン村でした。ワイン
葡萄を生産する産地として最も南極に近く、ブルゴーニュよりも冷涼な産地です。「ロス・スイソス」と呼ばれる自社葡萄畑の
みのブドウで造られた一級格のキュヴェです。シャルドネの味わいはシャープな酸とミネラル、豊かな果実味。ピノ・ノワールは
煌めくような酸とシルキーなタンニン。どちらもエレガントな印象です。

① ② チリ/白 赤

①白②赤 各3,960円（税込）

通常価格 5,280円→3,850円（税込）

特別価格！ 10％OFF数量限定
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今月のおすすめワイン「個性溢れるこだわりのワイン！試してみてください！」

スペイン/ロゼ

フランス/泡109306291 ドイツ/白 アメリカ/白

限定6本ずつ！ムルソー一級畑をお楽しみください!

ロベール・シリュグ ブルゴーニュ ピノ・ノワール 2019
今から楽しめる!名門が贈る極上のACブルゴーニュ!

109306143 フランス/赤 話題の2019年が入荷！美しきシリュグのACブルゴーニュ!

カステッロ・デラ・サラ（アンティノリ）
チェルバロ・デラ・サラ 2018

モンラッシェを意識し、イタリア白ワインの歴史を変えたアンティノリを代表する1本！

名門アンティノリがウンブリアで手掛けるワイナリー。中でもフラッグシップワインで
あり、イタリア白最高峰として高い人気を誇るのがチェルヴァロ・デラ・サラ。
2000VT はスペクテイター誌の世界 TOP100 にランクイン。熟したマンゴーやアプ
リコット、パイナップルなどの果実のアロマに、ローストナッツやバニラのニュアンス。
程よい樽のニュアンスに加え、美しい酸と爽やかなミネラル感。モンラッシェを意識
した果実の旨味が詰まったコクのある味わい。後に続くトロピカルフルーツを思わ
せる余韻も魅力的です。名実ともにイタリアを代表する白！

109305634

ベッレンダ コントラーダ・ディ・コンチェニゴ
コッリ・ディ･コネリアーノ・ロッソ DOCG 2012

これぞ北イタリアの“モンローズ”！？「神の雫」でも話題となった1本！

109009438 イタリア/赤

イタリア/赤

イタリア/赤

イタリア/白

109306245

プラダ・ア・トペ シャンプラダ・ロゼ・エクストラ・ブリュット N.V.
ゴデーリョ&メンシアで造られるロゼの泡が旨い！

オーナーのホセ・ルイス・プラダ氏は若い頃、カラフルな車にワイナリー名の
「PRADA A TOPE（プラダ最高！」とペイントし、ヨーロッパ中を巡り、注目を集める。
その後地元ビエルソに古い屋敷を購入。敷地内にワイン醸造所、ホテル、レストラン
を建て、自身のユートピアを築く。ワイン造りは伝統を重んじて、人の手によって造る
ことにこだわり、早くから有機栽培を実行。こちらは美しい赤色のビエルソを代表す
るロゼスパークリング。澱とともに10か月瓶内熟成。ザクロやサンクランボ、クラン
ベリーなどの香り。フレッシュな酸も心地よい辛口のロゼ！

109300438

デコイ・リミテッド
シャルドネ ソノマ・コースト 2020

デコイの上級にシャルドネが登場！洗練された出来の2020VTG

ダックホーンのセカンド的位置づけでスタートしたデコイ。その後ソノマに自社畑
を増やし、現在ではアンダーソン・ヴァレーからモントレーまで冷涼な品質の高い
海岸地区をも供給元に増やしています。そしてこちらは2018VTGよりスタートし
たデコイの上級「リミテッド」シリーズ。ソノマの銘醸畑から、細心の注意をはらって
選別した美しいブドウを使用しています。優雅でピュア、そして心そそる果実味を
持ったソフトでエレガントなワイン。ワンランク上のディナーを演出してくれます。

109306300

ストーリーテラー
イントゥ・ザ・フォグ ピノ・ノワール 2019

美しくも濃厚な果実味をもつソノマのハイバリュー・ピノ・ノワール！

イギリスの大手名門スーパーをはじめ、世界20か国以上に顧客を持ち、ニーズに合っ
た様々なプライベートブランドを展開するWX社が手掛ける、高品質ソノマブランド。冷
涼な高級産地、ロシアンリヴァー、ソノマ・コースト、カーネロス(ソノマ)などのブドウを
ブレンドして、凝縮した果実味を実現しています。穏やかな質感と明るい酸、深いワイン
に仕上がっています。ソノマ産ピノ・ノワールで、ここまでバリュープライスに優れたワイ
ンはないでしょう。クラシックなコック・オ・ヴァンなどと合わせたい味わい。

109306281

109306302

ケンウッド・ヴィンヤーズ ジャック・ロンドン
カベルネ・ソーヴィニヨン ソノマ・マウンテン 2017

狼のように力強い！ソノマの銘醸畑が復活しました！

ソノマ・ヴァレーの北側に位置するケンウッド地区で設立されたワイナリー。ブドウ
畑は140年の歴史を持っています。ジャック・ロンドンは有名な単一畑で、ジンファ
ンデル、カベルネ・ソーヴィニヨンといった深みのある品種に適している赤褐色の
溶岩質土壌。非常に上質な深淵なブドウが生まれます。ブラックチェリーやバニラ
の香りに、高級チョコレートを思わせる深み、芳醇かつバランスの取れた豊かなフ
ルボディの味わいと、見事な余韻をもたらします。ローストビーフやラム肉など力
強い料理と相性抜群。

109306301 アメリカ/赤

ニュージーランド/白

ザンクト・ニコラウス ミケ リースリング 2020
1本あたり22円を動物愛護団体へ寄付♪可愛い猫のドイツリースリング！

輸入元ヘレンベルガー・ホーフさんが29年間続けている「ぶどうの樹3本のオーナー」の畑の管理をお願いしているトーマ
ス・バスツゲン氏から「ドイツでは厳しいロックダウン政策の為、ホテル、レストラン、ワインショップが営業停止となり、葡萄
やワインの行き場が無くなってしまっている・・・」と連絡を貰い、男気のあるヘレンベルガー・ホーフの社長は即決で「その
リースリング全部買います！」と手を上げ、一からスタートしたプロジェクト「ミケ・リースリング」。2020年、コロナで無くした
物を探しに行くというテーマを元に三毛猫のラベルとし、猫のお気に入りのバルに皆が戻ってくるストーリーのイラストを
作成。そして、社会貢献も含め、1本あたり22円を動物愛護団体へ寄付する事を決めて造られた白ワイン。中部モーゼルの
銘醸地ケステン村のリースリングを使用。ステンレスタンクにて低温発酵、熟成。華やかな青りんご、白い花の香り、とてもフ
レッシュで冷涼なモーゼルらしいエレガンスとミネラル感、心地よい甘さが広がります。

109306276

グランポレール 
長野古里・リースリング・貴腐 2015

黄金色の輝きと蜂蜜のように優しく甘美な香り！

千曲川の支流である浅川に隣接し、川より下側に位置しているため、秋が深まると
朝霧が園内にこもり易い環境となり、貴腐菌がブドウに繁殖し易くなります。比較的
酸度が高い状態で貴腐菌が繁殖することから品質の高い貴腐ぶどうとなります。
リースリング種貴腐ブドウを厳選し、平均糖度45度という蜜のようにトロリとした果
汁を丹念に醸造。収穫をぎりぎりまで遅らせ、非常に糖度の高いぶどうで造られる
貴腐ワイン。黄金色の輝きと、蜂蜜のように優しく甘美な香りに溢れ、心地良い酸味
と洗練された甘みが広がります。

100101555 日本/甘口白

ジョセフ・フェルプス　
カベルネ・ソーヴィニヨン ナパ・ヴァレー 2018

年々需要が供給を上回り、入手困難になってきたフェルプスのナパ・カベルネ！

カリフォルニアで最も芳醇で深い味わいを持つ。と言われる「インシグニア」で名
声を確立させたジョセフ・フェルプス。造られるワインは年々洗練されていくと同
時に人気を博し、需要に供給が追い付かない状態になっています。仏樽49％、米
樽51％で18ヵ月熟成(新樽率40％)。開けたてからフローラルな香りと黒系果実
のコンポートのような深みがあります。エネルギーがあり、口中に長く滞在する素
晴らしい味わい。2018年は安定した気候で、秀逸なブドウが収穫できたヴィン
テージです。

アメリカ/赤

アメリカ/赤

通常価格 3,080円→2,970円（税込） 4,620円（税込）

4,640円（税込）

ファン・ロッゲレンベルグ
ブルトン カベルネ・フラン 2017

少し寝かせてスパイシーさが増したプレミアムヴィンテージの2017年カベルネ・フラン！

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
年の初リリース直後から高評価を得ました。基本的に「ワインメーカーというよりファー
マー」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に
行っています。きめ細かいタンニンが非常に上品。100%全房で自然発酵、少々エッジ
の効いた酸と、赤い果実の心地よさ。ラム肉の香草焼きなどと好相性です。クリスマス
に食べたい料理と抜群の相性です！

109206727 南アフリカ/赤

ペットナット ミャオ ロゼ
もぎたての桃を絞ったようなジューシーさが魅力のペットナット入荷してます

チリの老舗ブティックワイナリー、エチェヴェリアの造るナチュールロゼです。エチェヴェリアは食事に合うワインをコ
ンセプトにフランスワインのようなエレガントなスタイルのワインを目指し造ってきたワイナリーですが、近年、ナチュ
ラルなワインも発売。培ってきた技術と経験で造られたワインは完成度も高く、国際的に評価も高く評価されていま
す（当店でも大人気のノエスピトゥコが成功例です）。ぶどう栽培に理想的な気候条件をもつクリコヴァレー、モリー
ナに所有するワイナリーを取り巻く80haの単一葡萄畑で手摘みで収穫。天然酵母による醗酵を行い、糖が残ってい
る果汁を瓶詰し、瓶内で醗酵をさせます。醗酵後は澱引きなどせず、ドサージュも行いません。澱引きをしないため濁
りの残るペティアンに仕上がります。また、色づけに２％ノエスピトゥコに使用しているカベルネフランを使用ていま
す。味わいはまるでもぎたての桃をかじったかのようなジューシーな味わいです。

109210042 チリ/ロゼ泡

ル・クロ・デュ・テュ・ブッフ
①ルージュ・ガメ 2020  ②ロゼ 2020

カジュアルラインでこのクォリティ！ピュズラの最新ヴィンテージが大人気☆

①109305940
②109305939 フランス/赤 ロゼ

フランス・ロワール地方を代表する大人気自然派生産者、ピュズラ兄弟有
するクロ・デュ・テュ・ブッフより最新ヴィンテージをご紹介します☆ガメイ
やカベルネ・フランから織りなされるフレッシュ＆フルーティでキュートな
ロゼと、ガメイ100%、スムースかつ香り高い果実味に魅了されるルー

ジュ！天候に恵まれた2020年。どちらもしっかり目のアルコール感があり、びっくりするほど
フードフレンドリー！休日のランチやディナーのお供に。ナチュール好きな皆さまに気軽に親し
んでいただきたいワインたちです♪

数量限定

12本限定入荷！

スペイン/泡ロゼ

ニュージーランド/赤 ニュージーランド/赤

クラギー・レンジ 
ソフィア・ギムブレット・グレーヴェルズ・ヴィンヤード 2008

飲み頃！ニュージーランドの最高峰のワイン！

クラギー・レンジのスティーヴ・スミスは1996年にマスター・オブ・ワインに一発合
格し、1998年にワイナリーを設立。クラギー・レンジの特徴は、単一畑への拘り。そ
れぞれの品種に適した特級クラスの畑から少量生産、高品質のワインを生み出し
ています。また、ニューワールドでありながら、ヨーロッパを思わせるクラシックな
味わいがまたファンの多い要因です。上質なタンニンの層が、カラントの風味と豊
かな印象を与えます。

109300543 ①109303850  ②109303848  ③109303849

クメウ・リヴァー マテズ・ヴィンヤード・シャルドネ 2017
これぞまさに、ニュージーランド最高のシャルドネ！！

ニュージーランド初のマスター・オブ・ワインが造るシャルドネ！オークランドから北
西に約20キロ離れたクメウ地区に1944年に設立。トップ・キュヴェであるマテズ・
ヴィンヤードの樹齢は20年以上。メンドーサ・クローンのシャルドネを使用し、全て
手摘み、野生発酵。香りはとても華やかでありながら硬く引き締まったミネラルを
感じます。100％樽発酵。100％マロラクティック発酵。樽熟成11ヶ月。間違いなく
ニュージーランドで最高のシャルドネです。

109202958

8,800円（税込）

ベッレンダ社は高品質なスパークリングワインの生産者として知られていますが、この赤も秀逸。
あえて国際品種であるカベルネ・ソーヴィニヨン、メルローのボルドーブレンド。「日本でなぜこん
なに売れているのか」と生産者も驚いているとのことですが、漫画『神の雫』の「フランスワインvs
イタリアワイン」対決に登場したことも人気のひとつ。ダークチェリーや豆、穀物、北イタリアのカ
ベルネらしいハーブやグリーンの要素。樽熟成させた重厚な飲み応えに納得の赤ワインです。
スーパートスカーナ好きの方必見！2012年で
この価格、北のカベルネも秀逸です。

プロヴィンコ シデレウス トスカーナ・ロッソ 2016
ガリレオ・ガリレイの書籍『シデレウス』と名付けられたモダントスカーナ！！超濃厚です！！

109306292

フラテッリ・セリオ エ・バッティスタ・ボルゴーニョ　
バローロ DOCG 2016

これぞバローロ！昔ながらのクラシックスタイルを貫く名門。
109303294

1897年に創始者のフランチェスコ・ボルゴーニョ氏によって設立。彼はバローロの村長
を30年も務めたこの地ではなくてはならない人物。この地の人々を愛するがあまりバ
ローロでは初めての幼稚園を設立する程。現在もTiniと呼ばれる50hlの木樽での醗酵、
オーク材の大樽で熟成をさせる伝統的な醸造製法を貫いています。バリックは一切使用
しません。畑は1ha。手摘み収穫。オーク材大樽にて、熟成期間は年によって異なる。大樽
熟成によるエレガントで美しい味わい、クラシックなバローロの醍醐味が存分に味わえ
ます。超グレートヴィンテージとなった2016年！

2,200円（税込）

11,000円（税込）

フランス/白

ドメーヌ・ジャン･マルク・ボワイヨ
レ・ロック・ルーサンヌ 2019

ブルゴーニュの実力派が醸す! 話題の樽発酵・樽熟成ルーサンヌ!

109306235 ルーサンヌの樽熟成でこの価格!?お見逃しなく!

アスル・イ・ガランサ 
ナトゥラレサ・サルバヘ・クラレット 2020

黒ブドウと白ブドウの混醸で造られるチャーミングなクラレット！

畑はピレネー山脈の始まりでもある場所に位置。スペイン北東部の砂漠地帯でワ
インを造る、たった一軒のボデガ。このキュヴェは、ガルナッチャとガルナッチャ・ブ
ランカを混醸。赤白両方の良さを1本のボトルに表現したアスル・イ・ガランサの新
たな挑戦。ステンレスタンクで野生酵母のみを使用し発酵（30%は全房発酵）、コ
ンクリートタンクにてMLF。熟成はアンフォラで6ヶ月。清澄剤は使用せず、ノンフィ
ルターで瓶詰め。イチゴやチェリーの可愛らしい果実味にハーブのニュアンスも感
じる、柔らかくフレッシュな味わい！

109306249

元オリヴィエ・ルフレーヴの初代醸造長や、親戚である"エティエンヌ・ソゼ"の名立
たる畑を相続するなどブルゴーニュきっての白ワインを醸してきたジャン・マルク・
ボワイヨ。そんな彼のラングドックのルーサンヌも素晴らしかった!ピク・サン・ルー
内の石灰質の強い自社畑のルーサンヌを100％使用。樽発酵&樽熟成（新樽10%）
を施しており、酸味とアルコールのボリューム感がとてもリッチ。フランスワインファ
ンから、ワイン好きの集まりなどで飲みたい1本です! 2,750円（税込）

ヴォーヌ・ロマネ人気生産者のACブルゴーニュが素晴らしかった!近年アルノー氏に世
代交代をし、DRCと同じ選別機械を導入しその品質の高さはさらに向上しています♪
ヴィンテージに関しても"2019年はブルゴーニュ・ファンが満足する年"と折り紙つき♪
このACブルゴーニュはクロ・ド・ヴージョの近所やシャンボール村などコート･ド・ニュイ
のブドウを贅沢に使用した名家ならではの高品質ACブル！生産量こそ少ないものの、
この銘柄の大量入手に成功!特別価格でご提供させて頂きます!華やかな果実味と美し
い酸!あらゆるシーンで楽しめる味わい!
2019年のシリュグをお見逃しなく! 通常価格 5,137円→4,950円（税込） 8,800円（税込）

6,820円（税込） 通常価格 3,080円→2,860円（税込）

通常価格 33,000円→30,000円（税込）3,190円（税込）

ペリエ・ジュエ ブラン・ド・ブラン　
ミシャー・トラクスラー グラス2脚セット

日本限定300セット！あのペリエ・ジュエから最新ギフト・ボックスの登場です！

フランス/白

ドメーヌ・ジャン・マリ・ブズロー
①ムルソー・1ER･CRU ポリュゾ2019
②ムルソー・1ER･CRU シャルム 2019

限定6本!美しく伸びる余韻…。ムルソーの銘醸地が驚きのプライス!

多くの高級店で使用されているムルソーの生産者がこの生産者!ムル
ソー1級畑の中でも高い人気を誇るシャルムとピュリニー・モンラッ
シェのような透明感とふくよかなアロマが楽しめるポリュゾ!近年評価
を上がっていますが、価格は嬉しい据え置き価格。蜜のような甘さと気
品あふれるスタイルは年末に飲みたい!和食やお寿司、繊細なお料理
とぜひ合わせてみてください!

16,500円（税込）

①109305321
②109305322

各12,100円（税込） ①赤②ロゼ 各2,860円（税込）

通常価格 3,099円→2,860円（税込） 2,310円（税込）

ワインだけではなく観光地としても有名なトスカーナ。そんなトスカーナで生まれた物理学
者『ガリレオ・ガリレイ』。彼は天文学にも精通しており、1610年、一冊の論文を発表する。タ
イトルは『Sidereus Nuncius（シデレウス：星空のメッセンジャー）』。この論文は、望遠鏡を
使った木星衛星（ガリレオ衛星）の観測記録。天動説が有力だった当時としては、この論文は
異端として扱われはしたが世界にガリレオ・ガリレイの名を博すこととなった偉大なる論文。
このワインは美しく輝く明るい星のように、そして、ガリレオ・ガリレイのように威厳があり偉
大なワインという想いで名付けられたそう。濃厚ワインの新星！重厚感にくわえ、しっかりと
支えられた骨格、しなやかさ、この価格では敵なしとなりそうな
圧倒的コスパのスーパータスカン！【ルカ・マローニ96点】

スペイン/その他

ロラ・モラ レッド・スパニッシュ・サングリア
スペイン産のスタイリッシュでグルメなサングリア！

スパニッシュ・レッド・サングリア「ロラ・モラ」はスペインの太陽をいっぱい
に浴びた高品質ブドウ（テンプラニーリョ100%）とシトラスフルーツ、厳
選されたスパイスやハーブから造られました。人工香料や人工甘味料は
一切不使用。スペインの伝統的なレシピに沿って造られ、スタイリッシュな
「現代」と昔ながらの「伝統」が融合した最も新しいサングリアです。広口
瓶である事を利用して、オレンジ等のフルーツを直接瓶に入れてオリジナ
ル・レシピを作ったり、氷入ったのグラスに注いだり、自由に楽しむことが
できるサングリアです。 2,178円（税込）

ベル・エポックをはじめ、華やかで官能的なシャンパーニュを世に排出し続け
るペリエ・ジュエから、大人気のブラン・ド・ブランが入ったギフトボックスが
登場！小鳥や蝶、花などの可愛いデザインが水彩画として描かれた限定
BOXのデザインは、ウィーンを中心に創作活動を続ける2人組の若手デザイ
ナー、ミシャー’トラクスラーによるもの。特別なデザインで描かれた専用グラ
スが二脚ついて、このお値段なのも嬉しい！もちろん女性へのギフトなら喜

ばれること間違いなし！当店36セットの限定入荷、気になる方はお早めに！

① ②

通常価格 17,600円→15,400円（税込）

プロヴィダンス
①シラー 2004　②フォー・アポッスルズ 2006
③プライベート・リザーヴ 2004

ニュージーランドの元祖カルトワイン！

世界中が注目する「プロヴィダンス」。僅か2haの畑から生み出されるこのワインは化学肥料、
除草剤、酸化防止剤や保存料一切不使用。①はシラー100％。②は４品種のブレンド。「四人の
使途」を意味するワイン。③は最良のブドウで造るボルドー右岸ブレンドのアイコンキュヴェ。赤

いベリーと仄かにチョコレートの香り。口当たりは黒系果実と渋み、樽のニュアンス、口当たりを支るタンニンが長い余韻
へと導きます。良年にしか造らないプロヴィダンスの中でも、力強さや構成力よりエレガンスやフィネスを兼ね備えた年。

①21,560円（税込） ②26,785円（税込） ③26,785円（税込）

2,750円（税込）

①ベティッグ ロス パリエンテス ヴィーノ 
　ヴィニエド シャルドネ 2020
②ベティッグ ロス パリエンテス ヴィーノ 
　ヴィニエド ピノ・ノワール 2020

聖域の美と称される珠玉のワイン

①109210039
②109210040

伝説を創り続けるエラスリスのチーフワインメーカーとして数々の功績をあげてきた天才醸造家ベ
ティッグ氏が満を持して、独立。彼が自分のワイン造りに選んだ土地は故郷のマジェコ・ヴァレーのトライゲン村でした。ワイン
葡萄を生産する産地として最も南極に近く、ブルゴーニュよりも冷涼な産地です。「ロス・スイソス」と呼ばれる自社葡萄畑の
みのブドウで造られた一級格のキュヴェです。シャルドネの味わいはシャープな酸とミネラル、豊かな果実味。ピノ・ノワールは
煌めくような酸とシルキーなタンニン。どちらもエレガントな印象です。

① ② チリ/白 赤

①白②赤 各3,960円（税込）

通常価格 5,280円→3,850円（税込）

特別価格！ 10％OFF数量限定
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一度は食べて欲しい！本気の食材揃ってます！

冷蔵品 冷蔵品

各20gBOX入り（片腹）40g

ミルク/ビター各5粒 各9粒入

シャインマスカットをドライフルーツにする意義とは？生
のまま食べたほうが美味しい。なんて言われたら、手間
暇かけてドライフルーツにした意味があるのか？そん
な疑問をタケウチ氏が自問自答しながら完成させたシ
ャインマスカットのドライフルーツがついに入荷！！標高
の高い場所のシャインマスカットを使用するので収穫は
11月。糖度がMAX値に上がるまで、枝で完熟させ、丁
寧に手摘み。低温で時間をかけてゆっくり水分を抜いた
シャインマスカットはドラ
イフルーツの概念を覆す
ほどの極上品です！！ほっく
りとした栗のような食感と
長くどこまでも続く余韻。
唯一無二の美味しさをぜ
ひ体験してください。

304101071

ラ フルティエール タケウチ
セミドライシャインマスカット 

美味しいフルーツをドライフルーツにする意義とは
その答えが詰まった唯一無二の極上品！！

通常価格 1,296円→1,200円（税込）

DM99号から連続してご紹介している「ラフルティエールタケウ
チ」の極上コンフィチュール。今回はプルーンとカルヴァトスとシ
ナモン！！カルヴァトスが好きな方。シナモンが好きな方。ジャムが
好きな方。食べなきゃ人生損しますよ！！今回のコンフィチュール
は過去一甘さ控えめで男性スタッフからの賞賛が一番高い！！プ
ルーンのふくよかな果汁感と上質な酸味がカルヴァトスの重厚
な香りとシナモンのスパイシーさと絶妙にマッチして、一口食べ
れば幸せな気分MAXに。ジャムとしてはもちろんですがホットワ
インや紅茶
にいれても
大変美味し
く召し上が
れます！

304101350

ラ フルティエール タケウチ 
プルーンカルヴァトスシナモンコンフィチュール

寒い季節にぴったり♪
【ラフルティエールタケウチコンフィチュール】第三弾！！
甘さ控えめで男性人気No.1！！

写真のカルヴァトスはイメージです。
数量限定のため無くなり次第終了となります。

①馬肉文化が根付く熊本で肥育される数少ない日本産まれ
日本育ちの“純国産”馬肉を使用。健康的に長期肥育され、
驚くほど美味。その良質な馬肉を塩漬・熟成させ約1/5まで
旨味を凝縮し桜のチップで燻製にした無添加、熟成ジャー
キーです。
②神戸ビーフは兵庫県で生産される優れた但馬牛を素牛と
して平均32カ月程度かけて理想の肉質に近づけた日本が誇
る和牛トップブランド。その良質な神戸ビーフを独自の製法
で約1/5まで旨味を凝
縮。網の目のように走る
霜降り、とろけるような
まろやかさが特徴のビ
ーフジャーキー。塩は淡
路島の海水を鉄釜に薪
をくべて約40時間かけ
て炊き、杉樽で一晩寝
かせた天然塩を使用。

NICKJERKY
①熟成桜肉燻製ジャーキー
②熟成神戸ビーフジャーキー

肉と塩だけで作る熟成肉ジャーキ!
肉本来の深い味わいと濃厚な旨味を誇ります。

ニセコチーズ工房の大人気デザートチーズ「雪花」の大
人バージョン「粉雪」。「粉雪」の特徴はチーズ酵母×ス
パイス×フルーツ！①粉雪グローブ×オレンジはチーズ
酵母特有の風味とクローブの甘みのあるスパイスにオ
レンジピールのフレッシュな香りと苦みがプラスされた
甘さ控えめの味わい。②粉雪スパイス×ミックスフルー
ツはチーズ酵母特有の風味とシナモン・カルダモン・ア
ニスのスパイスと洋酒に漬け込んだ葡萄のドライフル
ーツがシュトーレンを連想する味わいに。メディアで紹
介される度に入手困難になる大人気チーズです！

ニセコチーズ工房
①粉雪 クローブ×オレンジ
②粉雪 スパイス×6種のフルーツ

ニセコチーズ工房よりスイーツチーズ第二弾が登場！
今度は大人味！

テストゥンバローロは別名「酔っ払いチーズ」
と呼ばれる、チーズが酔っぱらうほどワインを
染み込ませたチーズ。冷え込む季節にはコク
のあるチーズとワインを楽しみたくなりますよ
ね♪そんな時期にぴったりのチーズが入荷し
ました！硬いチーズをバローロの搾りかすに漬
け寝かせることでしっとりと柔らかくなる、ワイ
ン樽の中で熟成させたテストゥンバローロは
バローロの旨味や香りも吸収しているので、チ
ーズのコクに芳醇な味わいがプラスされた贅
沢な逸品。毎年ボジョレーヌーボーの時期から
年末までの間にのみ入荷する、今しか食べれ
ない貴重な
チーズです。

307001422①304101263 ②304101264

テストゥン・バローロ

イタリアワインの王様バローロをたっぷり
染み込ませたワインラバー熱愛なチーズ！

日本/北海道 日本/長野県

6,750円（税込） 各1,859円（税込）

各150g 各1,680円（税込） 約100g 1,680円（税込）

トリカリノス社のカラスミは、市場に多く出回っている輸
入品とは全く異なる柔らかさとフレッシュを持ち合わせ
たカラスミ。一口食べただけでも違いがわかる！フレッ
シュ感と栄養価を保つために天然の蜜ろうで覆われて
いるこのカラスミは、柔らかさのなかに粒を感じる食感
と塩分が控えめでとても上品な味わい。エーゲ海を中
心とした地中海で捕獲された厳選されたボラの卵だけ
を使用し、熟成には白ワインを使用しているため香りと
風味が違います！贅沢に少し厚めに切り、アプリコットや
フィグなどのドライフルーツをのせカナッペにすると絶
妙な逸品が生まれます！すっきりとした辛口スパークリ
ングや上質な白ワインと一緒にお楽しみください！ 

304101354

グレイ・ミュレ・ボッタルガ
（ギリシャ産プレミアム・カラスミ）

ミシュランの巨匠が愛用！
カラスミの常識をこえるプレミアム・カラスミ

日本/長野県 ①304101351 ②304101041

イタリア イタリア

マドモワゼル・ド・マルゴーは、フランス銘醸地ボルド
ー地方で直営店を構えるブランド。上品で繊細で華や
かなチョコレート。リキュールに漬け込んだ大粒ダー
クチェリーをダークチョコでコーティング。口に入れた
瞬間じゅわっ出てくるリキュールとチェリーの香りが
口いっぱいに広がります。
①「アルマニャック」というブランデーに漬け込んだチ
ェリーを使用。アルコール分5％
②「キルシュ」というチェリーから作られた蒸留酒に漬
け込んだチェリーを使用。アルコール分5％

マドモワゼル・ド・マルゴー
①ラ・ギネット アルマニャック
②ラ・ギネット キルシュ

銘醸地ボルドーで生まれる濃厚な
リキュール・フルーツ・チョコレートのマリアージュ

各2,484円（税込）

①モデナ産のぶどう2種（ランブルスコ、トレッビアーノ）だけを
オーク、桑、栗、杜松などの様々な材質の木製樽に1年毎に入れ
替えながら熟成、香り付け。その結果、12年、25年熟成に引けを
取らない強いアロマと柔らかな舌触りを作り出しています。濃厚
なので豚肉、牛肉、野菜のグリル、アイ
スクリームヨーグルトフルーツなどに
そのままかけてOK！
②モデナ産のぶどうとワインヴィネガ
ーだけを加えて熟成させて出来上がる
このアルジェントは、煮詰めている時間
が短いのでさらっとしています。熟成期
間は1-3年。ぶどうの芳醇な香り・甘さ
はローストビーフや、グリル野菜、サラ
ダなどに。オリーブオイルを加えるだけ
で絶品ドレッシングになります！

①304101297 ②304101298

①アチェートモデナ バルサミコ酢
　「スプレーモ」6年熟成
②アチェートモデナ バルサミコ 
　ディ モデナ IGP「アルジェント」

有名百貨店の催事で毎回大人気のバルサミコはこれ！

①3,240円（税込）②3,024円（税込）

ジャンドゥーヤとは、ミルクチョコレートにヘーゼ
ルナッツペーストを練り込んだチョコレート。
1865年カファレルが世界で初めて開発し、以来イ
タリアを代表するチョコレートとして世界中に親し
まれています。カファレルのジャンドゥーヤは他の
ものよりも柔らかく、ベルベットのような舌触り。ピ
エモンテ産の最高級ヘーゼルナッツを約28％も
生地に練り込んでいます。イタリアらしいクラシッ
クなボックスにジャンドゥーヤとジャンドゥーヤビ
ターがアソートされています。ギフトにも最適！

304101283 ①304101236 ②304101238

カファレル ジャンドゥーヤ・ディエチ

芳醇で贅沢な
最高級ヘーゼルナッツの香りが楽しめます

1,944円（税込）

ギリシャ

イタリア

フランス

①40mℓ/②250mℓ

数量限定 数量限定

日本

120g 1,296円（税込）

①

①

① ②

②

②

初入荷お試し価格！
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一度は食べて欲しい！本気の食材揃ってます！

冷蔵品 冷蔵品

各20gBOX入り（片腹）40g

ミルク/ビター各5粒 各9粒入

シャインマスカットをドライフルーツにする意義とは？生
のまま食べたほうが美味しい。なんて言われたら、手間
暇かけてドライフルーツにした意味があるのか？そん
な疑問をタケウチ氏が自問自答しながら完成させたシ
ャインマスカットのドライフルーツがついに入荷！！標高
の高い場所のシャインマスカットを使用するので収穫は
11月。糖度がMAX値に上がるまで、枝で完熟させ、丁
寧に手摘み。低温で時間をかけてゆっくり水分を抜いた
シャインマスカットはドラ
イフルーツの概念を覆す
ほどの極上品です！！ほっく
りとした栗のような食感と
長くどこまでも続く余韻。
唯一無二の美味しさをぜ
ひ体験してください。

304101071

ラ フルティエール タケウチ
セミドライシャインマスカット 

美味しいフルーツをドライフルーツにする意義とは
その答えが詰まった唯一無二の極上品！！

通常価格 1,296円→1,200円（税込）

DM99号から連続してご紹介している「ラフルティエールタケウ
チ」の極上コンフィチュール。今回はプルーンとカルヴァトスとシ
ナモン！！カルヴァトスが好きな方。シナモンが好きな方。ジャムが
好きな方。食べなきゃ人生損しますよ！！今回のコンフィチュール
は過去一甘さ控えめで男性スタッフからの賞賛が一番高い！！プ
ルーンのふくよかな果汁感と上質な酸味がカルヴァトスの重厚
な香りとシナモンのスパイシーさと絶妙にマッチして、一口食べ
れば幸せな気分MAXに。ジャムとしてはもちろんですがホットワ
インや紅茶
にいれても
大変美味し
く召し上が
れます！

304101350

ラ フルティエール タケウチ 
プルーンカルヴァトスシナモンコンフィチュール

寒い季節にぴったり♪
【ラフルティエールタケウチコンフィチュール】第三弾！！
甘さ控えめで男性人気No.1！！

写真のカルヴァトスはイメージです。
数量限定のため無くなり次第終了となります。

①馬肉文化が根付く熊本で肥育される数少ない日本産まれ
日本育ちの“純国産”馬肉を使用。健康的に長期肥育され、
驚くほど美味。その良質な馬肉を塩漬・熟成させ約1/5まで
旨味を凝縮し桜のチップで燻製にした無添加、熟成ジャー
キーです。
②神戸ビーフは兵庫県で生産される優れた但馬牛を素牛と
して平均32カ月程度かけて理想の肉質に近づけた日本が誇
る和牛トップブランド。その良質な神戸ビーフを独自の製法
で約1/5まで旨味を凝
縮。網の目のように走る
霜降り、とろけるような
まろやかさが特徴のビ
ーフジャーキー。塩は淡
路島の海水を鉄釜に薪
をくべて約40時間かけ
て炊き、杉樽で一晩寝
かせた天然塩を使用。

NICKJERKY
①熟成桜肉燻製ジャーキー
②熟成神戸ビーフジャーキー

肉と塩だけで作る熟成肉ジャーキ!
肉本来の深い味わいと濃厚な旨味を誇ります。

ニセコチーズ工房の大人気デザートチーズ「雪花」の大
人バージョン「粉雪」。「粉雪」の特徴はチーズ酵母×ス
パイス×フルーツ！①粉雪グローブ×オレンジはチーズ
酵母特有の風味とクローブの甘みのあるスパイスにオ
レンジピールのフレッシュな香りと苦みがプラスされた
甘さ控えめの味わい。②粉雪スパイス×ミックスフルー
ツはチーズ酵母特有の風味とシナモン・カルダモン・ア
ニスのスパイスと洋酒に漬け込んだ葡萄のドライフル
ーツがシュトーレンを連想する味わいに。メディアで紹
介される度に入手困難になる大人気チーズです！

ニセコチーズ工房
①粉雪 クローブ×オレンジ
②粉雪 スパイス×6種のフルーツ

ニセコチーズ工房よりスイーツチーズ第二弾が登場！
今度は大人味！

テストゥンバローロは別名「酔っ払いチーズ」
と呼ばれる、チーズが酔っぱらうほどワインを
染み込ませたチーズ。冷え込む季節にはコク
のあるチーズとワインを楽しみたくなりますよ
ね♪そんな時期にぴったりのチーズが入荷し
ました！硬いチーズをバローロの搾りかすに漬
け寝かせることでしっとりと柔らかくなる、ワイ
ン樽の中で熟成させたテストゥンバローロは
バローロの旨味や香りも吸収しているので、チ
ーズのコクに芳醇な味わいがプラスされた贅
沢な逸品。毎年ボジョレーヌーボーの時期から
年末までの間にのみ入荷する、今しか食べれ
ない貴重な
チーズです。

307001422①304101263 ②304101264

テストゥン・バローロ

イタリアワインの王様バローロをたっぷり
染み込ませたワインラバー熱愛なチーズ！

日本/北海道 日本/長野県

6,750円（税込） 各1,859円（税込）

各150g 各1,680円（税込） 約100g 1,680円（税込）

トリカリノス社のカラスミは、市場に多く出回っている輸
入品とは全く異なる柔らかさとフレッシュを持ち合わせ
たカラスミ。一口食べただけでも違いがわかる！フレッ
シュ感と栄養価を保つために天然の蜜ろうで覆われて
いるこのカラスミは、柔らかさのなかに粒を感じる食感
と塩分が控えめでとても上品な味わい。エーゲ海を中
心とした地中海で捕獲された厳選されたボラの卵だけ
を使用し、熟成には白ワインを使用しているため香りと
風味が違います！贅沢に少し厚めに切り、アプリコットや
フィグなどのドライフルーツをのせカナッペにすると絶
妙な逸品が生まれます！すっきりとした辛口スパークリ
ングや上質な白ワインと一緒にお楽しみください！ 

304101354

グレイ・ミュレ・ボッタルガ
（ギリシャ産プレミアム・カラスミ）

ミシュランの巨匠が愛用！
カラスミの常識をこえるプレミアム・カラスミ

日本/長野県 ①304101351 ②304101041

イタリア イタリア

マドモワゼル・ド・マルゴーは、フランス銘醸地ボルド
ー地方で直営店を構えるブランド。上品で繊細で華や
かなチョコレート。リキュールに漬け込んだ大粒ダー
クチェリーをダークチョコでコーティング。口に入れた
瞬間じゅわっ出てくるリキュールとチェリーの香りが
口いっぱいに広がります。
①「アルマニャック」というブランデーに漬け込んだチ
ェリーを使用。アルコール分5％
②「キルシュ」というチェリーから作られた蒸留酒に漬
け込んだチェリーを使用。アルコール分5％

マドモワゼル・ド・マルゴー
①ラ・ギネット アルマニャック
②ラ・ギネット キルシュ

銘醸地ボルドーで生まれる濃厚な
リキュール・フルーツ・チョコレートのマリアージュ

各2,484円（税込）

①モデナ産のぶどう2種（ランブルスコ、トレッビアーノ）だけを
オーク、桑、栗、杜松などの様々な材質の木製樽に1年毎に入れ
替えながら熟成、香り付け。その結果、12年、25年熟成に引けを
取らない強いアロマと柔らかな舌触りを作り出しています。濃厚
なので豚肉、牛肉、野菜のグリル、アイ
スクリームヨーグルトフルーツなどに
そのままかけてOK！
②モデナ産のぶどうとワインヴィネガ
ーだけを加えて熟成させて出来上がる
このアルジェントは、煮詰めている時間
が短いのでさらっとしています。熟成期
間は1-3年。ぶどうの芳醇な香り・甘さ
はローストビーフや、グリル野菜、サラ
ダなどに。オリーブオイルを加えるだけ
で絶品ドレッシングになります！

①304101297 ②304101298

①アチェートモデナ バルサミコ酢
　「スプレーモ」6年熟成
②アチェートモデナ バルサミコ 
　ディ モデナ IGP「アルジェント」

有名百貨店の催事で毎回大人気のバルサミコはこれ！

①3,240円（税込）②3,024円（税込）

ジャンドゥーヤとは、ミルクチョコレートにヘーゼ
ルナッツペーストを練り込んだチョコレート。
1865年カファレルが世界で初めて開発し、以来イ
タリアを代表するチョコレートとして世界中に親し
まれています。カファレルのジャンドゥーヤは他の
ものよりも柔らかく、ベルベットのような舌触り。ピ
エモンテ産の最高級ヘーゼルナッツを約28％も
生地に練り込んでいます。イタリアらしいクラシッ
クなボックスにジャンドゥーヤとジャンドゥーヤビ
ターがアソートされています。ギフトにも最適！

304101283 ①304101236 ②304101238

カファレル ジャンドゥーヤ・ディエチ

芳醇で贅沢な
最高級ヘーゼルナッツの香りが楽しめます

1,944円（税込）

ギリシャ

イタリア

フランス

①40mℓ/②250mℓ

数量限定 数量限定

日本

120g 1,296円（税込）

①

①

① ②

②

②

初入荷お試し価格！
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持っておいて損は無し！ 便利な雑貨です！

①4,620円（税込）

②4,400円（税込）

ラギオール アン オブラックの歴史はシャトーラギオールやフォルジュドライヨールに比べると
1992年～と比較的浅いのですが、他社とははっきりと違う迫力あるカーブを施したボディと、天
然石を中心としたユニークな素材で存在感
を放ちます。更に、スクリューが根本に向かっ
て太く仕上げられているのでよりコルクを
しっかり引き上げます。専用木箱入り
【ネーム入れサービススタート記念！半額で
承ります】

10%OFF

15%OFF

期間限定ネーム入れ半額（通常2,200円→1,100円）
※2週間前後お時間頂戴します 82φ82Ｍ,92H

270cc

専用の化粧箱つき ①47φ76M246H270cc
②88φ115M230H630cc 素材：カリ クリスタル

〈セット内容〉 デキャンタスデラックス本体、収納台、
収納用ポーチ、澱漉しスクリーン、洗浄ブラシ、スタンド

高さ：約17.1cm

素材：ウォッシャブルペーパー

ラギオール アン オブラック ソムリエナイフ
①マラカイト ②ターコイズ ③アルルカン

ラギオール村で作られる最高峰のソムリエナイフシリーズ！

カットが美しいイタリア製の
クリスタルグラス。持ち上げる
都度グッと感じる適度な重
さ。この「重量」がお気に入り
のウィスキーを楽しむ前の儀
式！？とも言える・・。美しい
カットを眺めながらお気に入
りのハードリカーを楽しんで
ください。専用BOX入りなの
でギフトにもオススメです☆

ADERIA GLASS
①クリスタルロックグラス カットB
②クリスタルロックグラス カットE

こんなロックグラスが似合う渋さが欲しい！

3,520円（税込）

9,350円（税込）

①② 各2,420円（税込）通常価格 3,740円→各3,179円（税込）

①通常価格 38,500円→34,650円
②通常価格 38,500円→34,650円
③通常価格 28,600円→25,740円 ※全て税込み価格です。

①通常価格 4,180円→3,762円（税込）

②通常価格 3,850円→3,465円（税込）

アメリカ、ナパに本社があるメーカー。創業者がワイン
好きなのがよくわかる！ディテールに思わず目が惹かれ
ます。アクセサリーのように集めたくなる可愛さがあり
ますよね☆コンセプトに沿って豊富なデザインがありま
すので、ついついどれにしようか悩んでしまう・・本来は
パーティー時に自分
のグラスの目安にな
るように使われる商
品ですが、グラスにお
しゃれさせてあげる
感覚で使うと楽しい
ですよ。

407001284 407001570 ①②407001805

①402003607 ②402003608 イタリア①402003605 ②402002205 ③402003528 フランス/ラギオール村

オールハンドメイドのHTTは当店でも大人気。高い透
明度と美しい輝き、軽くて強い特性があるカリクリス
タルで作られ、手に取ると本当にその薄さと軽さに驚
きますがなんと食洗機にも対応していますのでとても
丈夫！キュヴェシャンパーニュは花の蕾のような曲線
が美しいシルエットでアロマを存分に感じる事がで
き、泡が美しく立ち上りうっとりしてしまいます。モン
ラッシェPlusは大きく広がった口元と形状で果実味や
香りを引きだし、樽の効いたシャルドネからオレンジ
ワインまでオールマイティーにお使いいただけます。

WINEX/HTT
①キュヴェシャンパーニュ
②モンラッシェPlus

贈り物にもふさわしい、テーブルを華やかに彩るハンドメイドグラス！

どこかで見たこの形、そうです！ワインを注ぐデキャンタス本体部分は古
代ギリシアの両手付きの壺「アンフォラ」を模してデザインされているんで
す。デキャンタス本体に空いた、細い円錐形チューブに大量の空気を引き
込み、ワインの流れる
力を意図的に減圧し、
ワインの香りを開きま
す。実験みたいなユ
ニークなパフォーマン
スが楽しめるデキャン
ターグッズ。ワイン愛
好家の方にぜひオス
スメです。

デキャンタスコニサー

気分が高まる！
ユニークなデキャンターセットをお楽しみください

402002105 台湾ハンガリー①402003405 ②402003402

グラスチャーム 6p

ウィンターシーズン☆グラスも
お洒落させて飲む時間を満喫しましょう♪

毎日を楽しく過ごせるライフスタイル雑貨を多く取り扱
う、アメリカTRUE社が作るコルク抜き。
ペンギンの頭をクルクル回していくと可愛らしく腕が上
がり、腕を下におろすとコルクが抜けるタイプのワイン
オープナーです。
失敗せず簡単に開ける事ができます。
使うたびに思わず笑顔になるそんなアイテム、動物好
きやペンギン好き
の方へのギフトに
もぜひ！
テーブルに置いて
も良いアクセントに
なりますよ。

ペンギンコークスクリュー

遊び心のあるデザインでワインを
開けるのが楽しくなります♪

シワ加工が施されたメタリックカラーがこの時期にピッ
タリなアメリカ、サンタバーバラ社のワインバッグ。スリ
ムなサイズ感なので細めのボトルやハーフボトルを入
れるとちょうど良くフィットするのでバッグと一緒にプレ
ゼントも良いですね！ゴールドはBOTTOMS UP、シル
バーはI'LL DRINK TO THATのロゴ入りです。

メタリックボトルバッグ
①ゴールド ②シルバー

メタリックカラーがパッと目を引くワインバッグ

① ②

①

②

③

①

②

① ②
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クリスマスに
飲みたい

スペシャルな1本！

17,380円（税込）

①通常価格 26,400円→22,000円（税込）

②通常価格 28,600円→24,750円（税込）

74,800円（税込）

13,200円（税込）

各9,350円（税込）各4,400円（税込）

①109304871 ②109304869

限定1本

限定3セット

限定6本

限定6本

限定各24本限定各24本

今年の春の価格改定により
お求めやすい
お値段になりました。

①ボンヌ・マール 2017
②シャンベルタン・クロ・ド・ベーズ 2017

やっぱり飲みたいグランクリュ!
2017年の旨味溢れる2銘柄!
ドルーアン・ラローズ

トリロジー (2013/2014/2015)
存在することすら知らなかった！CH.ル・パンのセカンド的存在のワイン！

通常価格 35,200円→29,700円（税込）

109304496

①109306305 ②109305026

ラ・スピネッタ バローロ・カンペ 2006
力強くゴージャス威厳ある佇まいは、まさに百獣の王！

①クリスタルム ジ・アグネス シャルドネ 2020
②クリスタルム ピーター・マックス ピノ・ノワール 2020

南アフリカのトップを走る、クリスタルム最新ヴィンテージ！

少し贅沢に、年末年始にブルゴーニュの特級畑はい
かがでしょうか?味わいと
その価格に定評のある名
家ドルーアン・ラローズは
多くの特級畑を所有し、世
界中から愛されている名
門。ボンヌマールは蔵元の
看板銘柄であり、素晴らし
いアロマと樽香のバランス
は見事!またシャンベルタ
ン・クロ・ド・ベーズも2番
目に大きく所有しており繊
細さも兼ね備える逸品！年
末年始は美味しいピノ・ノ
ワールで乗り切りましょう!

平均年間生産本数500ケース、世界の大富豪の間で50万円を
超える高値で取引されている、あのシャトー・ル・パンにセカン
ドワインが存在している事をご存知でしょうか？「三部作」を意
味するトリロジーという名のそのワインは
1990年代にプライベートワインとして若木の
区画やグラン・ヴァンとしてはまだ出荷すること
の出来ない樽のワインをブレンドして造られま
した。その後は2003&2004年、2005&2006
年、2007&2008年の2ヴィンテージをブレン
ドしたものをわずか3回しかリリースしておら
ず、親しい顧客などにひっそりと販売されてい
ました。今回ご紹介するこのキュヴェは、
2013&2014&2015年の3ヴィンテージをブ
レンドしたもの。生産本数は非公開ですが、ル・
パンの生産本数から考えれば、相当少ないと想
像できます。とにかく希少！
情報量も極端に少ない謎に満ちたワインがこ
の「トリロジー」です。

『ガンベロロッソ』では最高賞トレビッキエリの獲得数がガヤに
次いで第2位、バルバレスコのトップ生産者としてまさにイタリ
アを代表する造り手。「カンペ」はスピネッタのトップキュヴェ・
バローロ。年間生産量は僅か9500本程。濃厚な果実味と力強
くゴージャスな威厳のある佇まいは、世界中
の多くのバローロファンを魅了しています。
ミディアムトーストのフレンチオークの樽
（一部新樽）で24ヶ月熟成。ラベルには、そ
の威厳ある姿とワインの王バローロを重ね
合わせて、百獣の王であるライオンをあし
らっています。一度飲んだら忘れられないラ
ベルは、クリスマスの特別な記憶とともに心
に刻まれていくことでしょう。【パーカーポイ
ント93点】

2006年、ピーター・アラン・フィンレイソン氏によって南アフリカ
の沿岸部のヘルマナスにて設立。「素晴らしいワインは醸造所
ではなく畑で造られる」と言う確固た
る信念のもと、畑の特徴を表現したワ
イン造りを行っています。現在では南
アフリカのトップワインとして、販売と
同時に完売を繰り返すカルト的人気を
誇ります。曾祖母の名を冠したシャル
ドネはパワフルでしなやかな秀逸な味
わい。毎年即完売する銘柄です。ピノ・
ノワールは今年の夏に一度入ってきた
ロットより洗練されていますが、2030
年ごろまで熟成可能なポテンシャルを
秘めています。

オーストラリア/赤

フランス/赤

アメリカ/赤

フランス/赤

イタリア/赤

チリ/赤

フランス/泡

通常価格 35,200円→29,400円（税込）

109305843

109303879

フランス/赤109302252

エルヴェ・ジェスタン
キュヴェ・ジェスタン
エクストラ・ブリュット 2009

限定6本！間違いなくシャンパーニュの頂点の
一つであるジェスタンの最新ヴィンテージ！

24歳にして世界10大シャンパーニュの一つであ
る、あのデュヴァル・ルロワの醸造責任者や、マルゲ
などの自然派シャンパーニュのコンサルティングを
行う鬼才、エルヴェ・ジェスタン。数
多くのRM生産者のコンサルティン
グで人気を集めていた彼が、自身の
理想的なシャンパーニュ造りを極め
造り上げたのが、彼の名を冠した
『ジェスタン』。澱との熟成期間を
120ヶ月以上と長く施し、2009年
の天候を存分に発揮したテロワー
ルは、他の追随を許さない唯一無
二の凝縮感と、涙腺に訴えかけるエ
ネルギーを持ちます。6652本限定
生産。ラヴァーならセラーで数年寝
かせる価値ありです！彼の描く究極
のシャンパーニュ、是非一度お試し
ください！

ルー・デュモン 
コルトン 2018

日本人醸造家・仲田晃司氏による
特別な夜を演出する最高に贅沢な一本。

ラドワ・セリニー側の区画「ル・ロ
ニェ」の平均樹齢50年のブドウを
使用したヴィエイユ・ヴィーニュ。新
樽率は50％で、仲田氏が手がける
ワインの中で一番濃厚なのがこの
特級畑コルトン。丁寧に丁寧に仕込
まれたワインは2018年のリッチな
果実味と美しい酸味を兼ね備えた
素晴らしい仕上がりとなっていて、
これが1万円台というのは非常に驚
きです！今後の熟成も期待が高いで
すし、今フルーティさもありしっかり
と濃厚な味わいを楽しむのもまた
一つの贅沢だと思います！

通常価格 21,450円→19,800円（税込）

109306288

ルーウィン・エステート
アート・シリーズ・カベルネ・
ソーヴィニヨン 2001＆2006・セット

オーストラリアの偉大な赤ワインの飲み比べセット！

ルーウィン・エステートは、ア
メリカの大御所ロバート・モ
ンダビの指導の下、1973年
に設立されたプレミアム・ワ
イナリーです。アート・シリー
ズはルーウィン･エステート
がクオリティを追求し、最高
のレベルに達したワインに
向けられるトップレンジ。熟
成して飲み頃のピークの
2001年と大絶賛の2016年
のワインセット。じっくりとお
楽しみください。

109109490

コノスル・シレンシオ・
カベルネ・ソーヴィニヨン

聖夜には静寂を

聖夜に静かにワインと語らうのも素敵なクリスマス
の過ごし方ではないでしょうか。シレンシオ(静寂）と
名前の付くワインです。チリの最大手ワイナリーの1
つ〝コノスル〟が放つ年間生産本数僅か3,000本、コ
ノスルの最上級カベルネ・ソーヴィニヨンがこのシ
レンシオです。チリ最高峰のカベルネ・ソーヴィニヨ
ンを生むアルト・マイポの高樹齢葡萄を使用。砂利
や石の多い痩せた沖積土壌。手摘みで収穫。アル
ト・マイポの高樹齢葡萄を使
用。最良のキュヴェをフレンチ
オーク樽でじっくりと熟成。味
わいの深みが更に増すまで瓶
熟させて仕上げた逸品。プラム
やカシス、赤いベリー系果実の
香りと黒コショウなどのスパイ
スのニュアンス、樽熟成由来の
複雑でエレガントな香りが楽し
めます。2012年 ヴィンテー
ジ：パーカーポイント：93点

①109306366 ②109306367

クロ・デュ・ヴァル ウインター・ボトル
ジンファンデル
①シティ・エディション 2019
②ワイナリー・エディション 2019

毎年大人気の少量生産
「冬限定ボトル」2種入荷！！

カリフォルニア最高峰のワイナリー、クロ･デュ･ヴァ
ル。1976年のパリ・テイスティングから10年後のリ
ターンマッチで見事トップに輝き、その熟成のポテ
ンシャルを証明した偉大なる作り手です。ヨーロッ
パの伝統的技法で造り、エレガントで濃すぎない洗
練された味わいのワインで人気を博します。毎年冬
のシーズンを華やかに
彩るエッチングボトルシ
リーズは、ジンファンデ
ルを主体とした濃厚な
赤ワインです。ロースト
チキンやローストビーフ
など冬の定番料理と相
性抜群！数量限定でのリ
リースとなりますので、
是非お早めにご入手く
ださいませ！

南アフリカ/①白・②赤

至極の畑、ボンヌマールとクロ・ド・ベーズ…年末感満載です!


