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スイーツと
マリアージュできる
甘口ワインはコチラ！

通常価格 3,080円→2,970円（税込）

2,750円（税込）

109305452

クーポン券・優待券対象外

シャトー・ヴィオレ・ラモット 2019

スイーツ以外も〇！
食中にも楽しみたいフレッシュ・ソーテルヌ！

109306053

フランス/チョコレート

ブライダ ブラケット・ダックイ DOCG 2020

甘く優しいマリアージュ！
赤の微発泡デザートワインとイチゴケーキ！

当店No.1バリュー・ソーテルヌ！2000
円代と侮るなかれ！このシャトーはソー
テルヌ地区のプレニャック村で生産さ
れている甘口ソーテルヌ。2019年とフ
レッシュで、バターのような重みはな
く、さらっと軽い酸と爽やかに楽しめる
ため食中にもオススメ。元は調理用や、
お値打ち食後酒として入荷していたお
酒ですが、試飲会でその価格に驚き即
発注！王道にクレーム・ブリュレ、バスク
風チーズケーキ、ブルーチーズを使用
したスイーツ、お料理と合わせるも良
し。またソテーした魚に塩、ディルなど
の香草を使用したお料理ともいいので
は!?お昼から楽しみたい爽やかなソー
テルヌです！

イタリア通の方なら知らない人はいな
い超優良生産者ブライダ・ジャコモ・ボ
ローニャ。アックイはローマ時代からワ
イン生産の地としての歴史を持ち温泉
地でもあります。生産量が少なく地元で
の流通にとどまっており知名度は低い
ですが、DOCGに認定された赤の発泡
はブラケット・ダックイだけ。熟れた赤い
果実やブルガリアンローズを思わせ鮮
明でアロマティック。イチゴやベリーの
ケーキ！ドライフルーツやクルミ、ヘーゼ
ルナッツ、ピスタチオ、イチジクなどを添
えて。ソフトで繊細な味わいの赤の微発
泡デザートワインに癒されます。アル
コール度数：5.5％

イタリア/赤

4,400円（税込）

109306809

マサベウ・ボデガス 
バルベラン 20 マンサナス 2017

アイスシードルのパイオニア！甘美で上品な味わい！

「バルベラン」とは彼らの畑区分名から、375mℓのアイ
スシードルに約20個分のリンゴを使用する為「20」、ス
ペイン語でリンゴを意味する「マンサナス」を合わせた名
称。こちらはリンゴを絞り、ジュース状にしたものを凍ら
せて旨味や糖分を凝縮させたもの。香りはドライフルー
ツや桃の様な高い糖度の甘いアロ
マ、ほのかにオレンジピールのような
柑橘系の爽やかさと甘苦さのニュア
ンス。口当たりは滑らかでハチミツを
思わせるしっとりとした甘みが広が
り、味わいはリンゴの酸味と甘味の絶
妙なバランスが楽しめる。余韻が長
く、優しい酸味がアクセントとなりリン
ゴのジューシー感を思わせる。フレッ
シュでありながらコクのあるアイス
シードル。

4,180円（税込）

109301902

689セラーズ　
キラー・ドロップ レッド・ブレンド 2018

キラー・ドロップ=最高の瞬間！
ガトーショコラに、濃厚なカリフォルニアワインを！

ナパやソノマの銘醸ワインを専門に扱う
マーケティングエージェントとして長年経
験を重ねてきたプルミエ・ワイン・グルー
プがカリフォルニアきっての醸造家ケン
ト・ラスムセン氏と設立したジョイントベ
ンチャー。「6」は幸福、「8」は豊かさ、「9」
は長寿を意味します。キラードロップとは
サーフィンで大波の一番上から下に向け
て滑り落ちる時の高揚感のある”最高の
瞬間”丸みを帯びたふくよかな果実味と、
ブレンドによってもたらされる複雑な味
わい。糖分控えめのガトーショコラにピッ
タリな濃厚カリフォルニアワイン。刺激的
で優しさ溢れる名前もプレゼントに適し
ています！

アメリカ/赤

8,250円（税込）

109302731

カルヴァドスポム・ド・イヴ
ドメーヌ・ド・コッケル

瓶の中のリンゴはノルマンディの神秘！
チョコレートのお供やアップルパイのフランベに！

カルヴァドス ポム・ド・イヴはリンゴの果実がまだ小さ
いうちに瓶をくくりつけ、収穫、上質なカルヴァドスを
注いで熟成をします。
ノルマンディの神秘ともいえるこのお酒はどうやって
つくるの？と聞かれることが多いです。
コッケル社のポム・ド・イヴは小さなオーク樽で2年熟
成されたカルヴァドスを2回に分けて注ぎ作られます。
これにより甘く華やかさが加わりマイルドでフルー
ティーな味わいの
カルヴァドスに仕上
がります。
少々贅沢ですが、ア
イスクリームを乗せ
たアップルパイをフ
ラン ベ する の に
使ってみるといい
香りです！

ニュージーランド/甘口フランス/ソーテルヌ

通常価格 12,394円→10,000円（税込）

プロフェッツ・ロックは自身が修業したブルゴーニュの名
門「ヴォギュエ」の元醸造長フランソワ・ミエ氏がオフ・シー
ズンに赴き、自ら醸造したコラボワイン。セントラル・オタ
ゴの高い標高に位置する急斜面のホ自社畑の中の僅か
0.5haの区画のピノ・グリを
使用。
ドライレーズンをボルドー産
の最高級貴腐ワイン・ソーテ
ルヌに数日間漬け、純チョコ
レートをコーティングしたレ
ザン・ドレとの組み合わせは
最高のマリアージュを演出
してくれる事間違いなし！他
では見かける事のできない
ワンランク上のギフトにい
かがでしょうか。

109306804

プロフェッツ・ロック ヴァン・ド・パイユ＆
レザン・ドレ・オ・ソーテルヌ・95g セット

ヴァン・ド・パイユとレザンドレは極上の組み合わせ！

限定3本

スペイン/シードル

フレッシュ・バリュー・ソーテルヌ！

4,070円（税込）

109306835

ポール・クルーバー
レイト・ハーベスト・リースリング 2020

これは止まらない…！3年ぶりのリリースとなった、
南アフリカ最高の生産者が造る希少な甘口ワイン！

南アフリカの高級産地、エルギンのトッ
プ生産者であり、この地区をブランドと
して確立させたのがこのポール・ク
ルーバー！徹底した質にこだわるワイ
ン造りをモットーに全てを手作業から
生まれる高水準のワインで人気を博し
ます。特にこのキュヴェは、条件が揃っ
た時にしか生産されない希少な甘口。
今か今かと待ち続け、3年ぶりのリリー
スとなりました！マンゴーやドライパイ
ナップルのようなギュッと凝縮した甘み
に、ほのかなローストアーモンドのよう
な芳ばしさ、優しい旨味を伴った酸が
しっかりと全体を支えている為、際限な
くグラスに注ぎたくなるほど美味いで
す！オランジェットや、フルーツタルトな
どと合わせて楽しめる一本。

南アフリカ/白

8,250円（税込）

109306233

ドメーヌ ・ マルク ・ テンペ
ゲヴュルツトラミネール
シュナンブール 2018

贅沢の極み！これで乙女心をわしづかみ！
テンペのGCゲヴェルツ×憧れのフルーツタルト！

言わずと知れたアルザス・ビオディナミ
の巨匠ドメーヌ・マルク・テンペ。シュナ
ンブール【教会の山】と名付けられたそ
の地区は1992年、アルザス・グラン・ク
リュに認定されました。栄養豊富な土
壌で健康に熟した収穫に恵まれた
2018年。しっかりとボリュームがあり、
ライチや洋梨の華やかさにミントが香
るような上品さ、蜂蜜のようなほんのり
とした優しい甘味を持ったこのワイン
には…桃やマンゴー、柿やシトラスが
たっぷり乗ってさらにバニラが香るカ
スタードクリームが詰まったフルーツタ
ルトと。大事にちょっとずつ味わいたい
です！想像するだけで贅沢で至福の時
間が流れますよね♪

フランス/白 ハンガリー/白

フランス/カルヴァドス

2,530円（税込）

109305988

パトリシウストカイ レイト・ハーヴェスト
カティンカ 2017

ハンガリーの品種を遅積みワイン、これも美味しい♪

ワイナリーとしての設立は2000年です
が、オーナーのキケシー家は古くからト
カイ地方で有名な畑を所有し、ワイン生
産者としても既に19世紀には公文書で
その存在が知られていました。現在は85
ヘクタールを所有。各畑のテロワールを
尊重し、低収量により高品質なワインを
造り出しています。トカイワインはルイ14
世、ナポレオン3世、ベートーヴェンや
シューベルトにも愛飲された逸品。世界
三大貴腐ワインの一つに数えられるが、
これは貴腐ではなく、遅積みして造られ
た甘口ワイン。火山性の凝灰土に覆われ
たレス土壌のフルミントをステンレスタ
ンクで発酵、45％はオーク樽で4ヶ月熟
成（新樽比率50%、220L、ハンガリアン
オーク）させ、55%はステンレスタンクで
熟成。優しい甘さはショートケーキとの
相性抜群です！

●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。
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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

バレンタインデー&ホワイトデーに大切なあの人と・・・

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

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

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。
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ルフレーヴ ピュリニー・モンラッシェ 2019

誰もが一度は憧れる、ピュリニー・モンラッシェ
最高の造り手！2019年が入荷しました！

ブルゴーニュはもちろん、フランス白ワインの絶対的生産者として君臨するルフレーヴ。そ
の本拠地であるピュリニー・モンラッシェの最新ヴィンテージ2019年が入荷しました。"酷
暑でありながら、経験とノウハウを駆使し有望なヴィンテージとなった"と語る2019年。AC
ブルゴーニュを試飲しましたが、その味わいは素晴らしいクオリティでした。飲み頃に迷い
ますが、ぜひセラーで眠らせたい1本です。毎年、輸入元即完売。進化を続ける一流生産者
をぜひ大切なひと時に…。

通常価格 24,200円→22,330円（税込）

通常価格 28,600円→27,500円（税込）

5,292円（税込）

38,500円（税込）

109306764

伝統の製法を守り、一粒一粒丁寧に熟練の職人の手作業によっ
て造られるグラッパ入りチョコレート。上品な甘みのチョコレート
とシボーナ自慢の樽の風味が漂う、グラッパ・ディ・モスカートが
最高のマリアージュを実現！イタリア国内でも非常に人気が高
く、高級リストランテのプ
ティフール（一口サイズ
のお菓子）にも使われて
います。手作りなので大
きさにバラつきがありま
すが、1ボトル約30粒入
り。約という所がいかに
もイタリア的！一日一粒
ずつ、至福の時間を楽し
みませんか？これぞ大人
の贅沢です。

304004793 イタリア

109305246 イタリア/極甘口

ボアズ・ビュー シャルドネ 
“ザ・コースト” ソノマ・コースト 2018

“マーカッシンを眺望する”超希少シャルドネが
日本初入荷！

「ウルトラプレミアム」と呼ばれるカリフォルニアの雄シュレーダーが、醸造家トーマス・リ
ヴァース・ブラウンと共にソノマ・コーストで手掛けるボアズ・ビュー。同地のカルトワイン
「マーカッシン・ヴィンヤード」を眺望すると名付けられた偉大な畑から、究極のピノ・ノワー
ルと少量のシャルドネが作り出される。ごく僅かしか造られないシャルドネが、この度日本
初入荷を果たした。ソノマの生産者が「夢のヴィンテージ」と語る2018は理想的な仕上が
り。輝くような黄金色、濃厚な果実味と鉱物的な要素も兼ね備えたワイン。長い瓶熟成を必
要とするでしょう。

109306192 アメリカ/白

限定入荷！

ボトル画像は2020年のものです

限定品

約30粒

3,000円（税込）

ダル・フォルノ・ロマーノ
ヴィーニャ・セレ 2004 【375ml】

"神の領域”アマローネトップ生産者の
史上最高の呼び声高いデザートワイン。

イタリアの枠を超え世界レベルでトップワイナリーのひとつと呼ばれる「ダル・フォルノ・ロ
マーノ」。1本のブドウ樹からグラス1杯しか造れない異次元のアマローネはまさに世界レ
ベルでみても最高級クラス！こちらはあまりにもレチョートの概念を覆す品質の高さのた
め、遂にはレチョートを名乗ることが許されなかったダル・フォルノ・ロマーノのデザートワ
イン。「なぜ日本でこのワインがまだ残っているのか・・・」と生産者も驚いているほど、世界
中で争奪戦となりすでに入手困難な1本。両年しか瓶詰されない特別限定品で、その中でも
史上最高と言われる2004年。この2004年以来、ヴィーニャ・セレは造られていません。生
産本数8,900本　正規輸入元24本のみ入荷。当店2本限定です。飲み頃:2018年～2060
年【ロバートパーカーのワインアドヴォケイト99点】

シボーナ ゴッチェ・ディ・グラッパ

一粒食べれば至福のひととき！
これが大人の楽しみ方！

ファットリアアルフィオーレのコンセプトでもある「Everything 
is a gift」一年の始まりに、関わってくれた全ての人に感謝の気
持ちを表現したいとの思いからワイン名に重ねられました。
2020年シーズンから譲っていただく
事になった農家さん山形県大江町”
田中洋輔さん”のマスカットベイリー
Aを100%使用。収穫直後にダイレク
トプレスして、ステンレスタンクにて
極低温でジュース発酵をしました。発
酵が終わる頃にそのままボトリング
しています。さくらんぼ、ザクロのよう
な甘酸っぱいピュアな液体です。

109306814 日本

ファットリア アル フィオーレ
Limited Edition
Everything is a gift 2021

昨年リリース後に即完売した 『全ては贈り物』

フランス/白

2
限 定

本

5
限 定

本

12
限 定

本
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季節商品のご案内♪

イタリア/甘口

ルーマニア/白

フランス/赤

フランス/赤

オーストラリア/赤泡

フランス/シャンパーニュ

今回、日本に初入荷となったテタンジェのドゥミ・セック(半辛口)！通常のブ
リュット・レゼルブと同じブレンドで造られるこのシャンパーニュは、口に含
むと、リザーブワインの多いテタンジェ本来の芳ばしさと相まって、くどい
甘さを全く感じさせない上品な造りとなっています。光沢のある黄金色に、
白桃やドライイチジク、蜂蜜とビスケットのような芳ばしさがあり、口当た
りも柔らかくクリーミー。気付いたら一人で一本開けてしまうのではない
かと思わせるほど旨味の詰まった、ちょっと危険なシャンパーニュです！普
段シャンパーニュを飲まない方へのプレゼントや、フルーツ・タルトなどの
デザートに合わせて至極の喜びにしてみてはいかがでしょうか？

100101725 日本初入荷！

限定3セット

ホワイトレザーケース付き

日本限定180本！つい飲みすぎてしまうほど危険的に美味い、
ドゥミ・セック・シャンパーニュが新登場！

「パタポン」でお馴染みのドメーヌ・ル・ブリゾーから！
ナタリーさんの愛が溢れ出す固有品種コー100％の自然派ワイン♪

仏ロワール自然派ワインの時代を築き上げた故クリスチャン・ショサール
の意思を継ぎ、その味わいを伝え続けるナタリーさんの新ヴィンテージが
入荷！ワイン名【Cot et Coeur】は品種のCôtとそばにのCôtéを掛け、さら
にフランス語で愛＝Coeurと並べられた【愛する人のそばに】との思いが
込められたこの季節にオススメの一本。コーはしっかりとした印象がありま
すが、ナタリーさんが造るコーは女性的でエレガント。カシスやラズベリー
のような果実味と酸、タンニンは主張せずにしっかり存在する、優しく強か
な美人ワイン♪とにかくバランスが良く艶っぽいジューシーさが印象的で、
牛肉の赤ワイン煮込みなど、腕を奮ったお肉料理にも良く合いますよ！

109306631

ドメーヌ・ル・ブリゾー コ・テ・クゥール 2020テタンジェ ドゥミ・セック N.V

1,500円（税込）

304101383 日本/秋田県

ローズメイ マロン マロン
栗好きさんのための栗づくし！贅沢極まりない栗三昧な逸品！

アメリカ/白 ロゼ

4,235円（税込）

ハートのエチケットでお馴染みのシャトー・カロン・セギュールの3本
セットを作ってみました。しかも優良年の垂直3ヴィンテージセット！そ
れではシャトーの説明を少々。サン・テステフにあるメドック公式格付
第3級の花形シャトー。当時、所有者のセギュール候は1級シャトーの
ラトゥールやラフィットを始めとする、数多くのシャトーを所有してい
た人物。その侯爵が「われラフィットを造りしが、わが心にカロンあり」
といった言葉はあまりにも有名。この逸話から後にエチケットがハー
トのマークになったと言われています。造られるワインはサンテステ
フらしい、まろやかで肉感的でありながら繊細も備えるスタイル。優し
さと力強さを変え備えた大人の男性のようなワインです！

109306811

♡に思いを込めて！バレンタイン&ホワイトデーにうってつけ！ メロンやアプリコットの風味がたまらないデザートワイン！

モリーゼ州の大人気甘口ワイン！ロバート・パーカーにも「非
常に稀」と言わせた1本。これに世界3大ブルーチーズの一
つゴルゴンゾーラが加わればさらに素晴らしいデザートが
仕上がります。「アペ」は蜜蜂という意味で、蜂が葡萄に吸い
寄せられることから名付けました。畑で遅摘みにして樹に付
けたまま乾燥させ、水分が減った葡萄の中から良いものをセ
レクト。ステンレスタンクで12ヶ月、ボトルで6ヶ月熟成。メロ
ンやアプリコット、蜂蜜の魅惑的な香り。「イタリアで最も感動
的な甘口のひとつ」とワインアドヴォケイトも大絶賛。必ず食
後に飲むような重いタイプではなく、ビアンコのパスタにも
合う万能なデザートワインです！

109008675

ディ・マーヨ・ノランテ アピアナーエシャトー・カロン・セギュール 2015&2016&2017 3ヴィンテージセット

通常価格 75,680円→66,550円（税込） 通常価格 3,080円→2,750円（税込）

通常価格 11,000円→10,000円（税込）

期間限定15%OFF

ほっこりと優しい食感で、栗の香りが高い洋栗のなめらかペ
ーストとコクがあってしっかりとした栗のグラッセを合わせた
栗好きにはたまらない「贅沢栗尽くし」の逸品！ペーストのな
めらかさと、栗のツブツブが絶妙なバランスでたまらなく美味
しい鬼リピ確定な味わい！しっとりなめらかな食感をだすため
に蜂蜜を使用。保存料・酸味料・ペクチンなどの添加物は使用
せず天然の素材のみで作られた究極のペーストは一瓶あけ
たら思わずペロッと食べてしまいそうになるほどの美味しさ
です！年に一度のみの入荷になりますので、無くなり次第終了
となります。

通常価格 各1,650円→各1,500円（税込）

イタリア人オーナーで元々はウンブリアでワイン造りをしていたロベ
ルト・フィリポ氏と、ルーマニア在住の農業家ロベルト・ピエロニ氏に
よって2009年に設立された、ルーマニア東部、トゥルチャのドナウ・デ
ルタというエリアにあるワイナリー。ルーマニアの深刻な経済状況を
鑑み「雇用を安定」させ「人と技術の流出や土地の放棄を防ぎ、ワイン
造りの伝統を守る事」を目指して運営されている。フェテアスカ・レ
ガーラはルーマニアで最も栽培面積の広い葡萄品種。優しいマスカッ
トのような風味のあるアロマティックな品種で、果皮にタンニンを多く
含んでいるのも特徴的。このワインはステンレスタンクにて野生酵母
で発酵、熟成。優しくみずみずしく、華やかだがスルスル飲める土着品
種。国内消費用では甘口に仕上げられる事もあり、ハンガリーでは「キ
ライレアンカ」と呼ばれている。

109306815

「王家の乙女」と言う名の葡萄で造られたルーマニアの華やかな白♪ ナパ・ヴァレーから“少量生産”高品質”缶ワインが入荷！
手土産やプレゼントに珍しさを！オススメです。

環境に優しく気軽に良質な味わいが楽しめる缶ワインに、遂にナパ・ヴァレー産のブドウを使用
したブランドが登場しました。チーフワインメーカーは新世代の造り手としてカベルネやシャル

ドネだけではない個性的なカリフォルニアワインの魅力を発信
し、ファンを魅了しているレオ・スティーンが務めています。
MOJIは日本の絵文字が好きな彼らが、毎日の友達とのメッセ
―ジのやり取りのように親しんでほしいという願いが込められ
ています。冷涼感があり香り豊かなピノ・グリージョは、果実味と
クリスピーな酸のバランスが絶妙。テイクアウトした美味しいピ
ザと合わせたいです！ムニエ100％のロゼはフレッシュな赤系
果実やバラの香り、瑞々しく綺麗な酸は、トマトソースのパスタ
と相性抜群！

①109306476 ②109306477

モジ MOJI CAN WINE ナパ・ヴァレー 
①ピノ・グリージョ NV 375mℓ②ロゼ・ワイン NV 375mℓ

ラ・サパタ・クラマ・デルタ・ドゥナリ
フェテアスカ・レガーラ 2020

2,310円（税込）

3,078円（税込）

シラーズ100％のフルボディタイプのスティルワインを醸造。樽
熟成の前に開放槽による醗酵により土壌から得られる風味を
生かし、シャルマ方式によるスパークリングタイプに仕上げま
す。豊かに広がる泡の中からは甘く熟したベリーフルーツの香
り。芳醇な味わいで、シラーズの果実味とリキュールによる甘味
が絶妙のバランス。ブラックベリーやプラムなどのフルーツ香
やジューシーな味わいのはっきりと感じられるものであり、素晴
らしく芳醇で果実味の豊かなスパークリングワインです。

109100166

シラーズの魅力が甘みと調和した、
ギフトにもオススメの赤スパークリング！

お酒を飲まない方にも特別なギフトを！
雑誌のお手土産特集などで話題の高級ノンアルコール飲料です

ANAのファーストクラスで２年連続で採用、数々の有名1流ホ
テルでも使用など、ラグジュアリーなシーンにもはや欠かせな
い存在になりつつある1688。雑誌のお手土産特集でも常連に
なりつつあるため、目にしたことのある方も多いのではと思い
ます。フルボトルのご用意もありますが、小さなハーフボトルが
2本セットになったギフトセットはお味を試してみたい方や、
ちょっとしたギフトにも人気です。チョコレートと一緒にプレゼ
ントにいかがでしょうか。美しく立ち上る泡が素敵なひと時を
演出いたします。

304100155

1688 紅白セット（200mℓ×2本）ブリーズデール・ヴィンヤード スパークリング・シラーズ NV

3,080円（税込）

通常価格 10,780円→9,163円（税込）

402003626 スペイン

プルタップス エボリューション コンステレーション
世界的な人気を誇るプルタップスシリーズの新作は夜空と星座がモチーフ☆

レインボークリスタルを散りばめたプルタップスシリーズ
中最も華やかなモデルは、まるでジュエリーのような極
上の一本。美しい加工はプロの宝石職人のハンドメイド

（証明書付）。艶のあるブラックハンドルに埋め込まれた
大小26個ものスワロフスキークリスタルを燦然と輝く星
座（コンステレーション）に見立てたロマンティックなソム
リエナイフです☆

新入荷！限定6本！

フランス/ノンアルコール泡
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数量限定のお得な商品をご紹介！

このピノ・ノワールは凄かった！南仏の名門、ムーラン・ド・ガサックが伝
統的かつ日常的に楽しめるようにと醸造しているのですが、その価格、
その味わいにスタッフ驚きました。目隠しして飲んだのですが、誰も南
仏とは答えず、サヴォワやマコネ・エリアのピノ・ノワールと間違えるほ
ど…。そして特筆したいのが2日目の果実味の綺麗さ！艶が増し、味わ
いがまとまっているのがお分かり頂けると思います。ピノ・ノワール好き
に試して頂きたい千円代ピノ・ノワールの決定版！

109306669

20%OFF

サイズ：20×28.5×12cm　本体重量：2.8kg
材質：本体 スチール/ヘラ ナイロン
付属品：チーズパン・ヘラ各4個

ムーラン・ド・ガサック ピノ・ノワール 2019
名門ムーラン・ド・ガサックが贈る最高のデイリー・ピノ・ノワール！

十勝地方のチーズ職人が集結し、世界に羽ばたく十勝ブランドのチーズを発信
しよう！と共同で熟成庫を十勝川温泉に設置。現在は7つのチーズ工房のラク
レットが熟成中。ラクレットは通常塩水でチーズを磨くのですが、こちらは十勝
川温泉のモール泉で磨きます。温泉水で磨いたラクレットは大変まろやかで、加
熱せず食べてもおいいしほど♪通常は7つのチーズ工房よりランダムで発送さ
れるため工房指定は出来ないのですが、今回だけ特別にあしょろチーズ工房産
のラクレットを指定で入荷することに成功！あしょろチーズ工房のラクレットは
2019年の世界のチーズ大会でゴールドメダルを受賞した世界が認めた味わ
いです！ラクレットオーブンとご一緒にいかがですか！？

304009961

十勝プライド 十勝ラクレットモールウオッシュ（あしょろチーズ工房）
世界が認めた十勝産ラクレット！チーズ工房を限定して食べれる大チャンスです！！

チーズ工房指定は今回のみとなります。通常時は
チーズ工房指定は出来ませんのでご了承下さい。

上面石焼グリルでお好みの食材を焼きながら、付属のミニチーズパンを使っ
て下面のオープン型オーブンでチーズを加熱出来ます。商品名の通りスイス
のラクレット料理に最適です。上下の加熱部を使ってピザの生地もパリッと焼
き上がります。流行りのレトロなデザイン＆カラーがほっこりと優しいお勧め
ポイント。アイディア次第で色々なチーズ料
理を卓上で楽しめますね。

NOUVEL ロースターラクレットグリル4人用
特価！20％OFF！じゅわ～っと熱 と々ろけるチーズ料理が楽しめます

1,749円（税込）

通常価格 5,500円→3,850円（税込）

通常価格 1,958円→1,650円（税込）

通常価格 986円→885円（税込） 通常価格 13,200円→10,560円（税込）

3,850円（税込）

当主であるデンマーク出身のレオ・ハンセンは、もともとコペンハーゲ
ンの星付きレストランにてワインディテクターとしての勤務を経て、カリ
フォルニアに魅せられ1999年の移住。それから昼は、ワイナリー、夜は
ソムリエとして働きながらワイン醸造学を学び2004年に設立。「ニュー
カリフォルニア」にも取り上げられる、アルコール感の穏やかなエレガ
ントなワインを造ります。果実味の濃厚さに頼らない伝統的なシラー本
来のエレガンスを感じさせる美しい酸味と味わい深さ、スパイシーな風
味など素晴らしいクオリティを持ち、和食にも合わせられます。蔵出し
バックヴィンテージが限定入荷しました。

109306372

レオ・スティーン
アッパー・スカラ・ヴィンヤード シラー 2014

熟成ソノマシラーは、次世代のトレンドとなるでしょう！今から要注目です！

ステレンボッシュに位置する親子二代、家族経営のワイナリー「ステルハイ
ス」の息子、ヨハン・クルーガーが自身で所有します。カリフォルニアで栽培と
醸造の経験を積み、「ワインを造るときは柔軟な発想と自分の感覚に従うよ
うにしている」と言い自然に任せたアプローチを大切にし、ピノ・ノワールで
は南アフリカ随一の評価を得ています。パーリー・ゲーツはピノの銘醸地とし
て知られ、粘土と花崗岩が分解されてできている土壌からは、低いph値で自
然な酸をもたらします。チャーミングなフルーツの要素の中に、透明感と複雑
性を兼ね備え、しばしばブルゴーニュを凌駕する味わいと評価される限定ワ
インです。

109306830

クルーガー・ファミリー・ワインズ
パーリー・ゲーツ ピノ・ノワール リザーヴ 2019

安くはなりません！ただブルゴーニュを凌駕する味わい！と言う点でお得なんです！

通常価格 3,850円→3,300円（税込）

通常価格 4,400円→4,180円（税込）

フランス/赤

オスタトゥはリオハのバスク州に属するアラベサに位置。背後にシエラ・デ・
カンタブリア山脈がそびえ、山からの恩恵を受ける最高の立地斜面に異な
る畑を構えています。このキュヴェはワイナリーの最上級白ワイン。平均樹
齢60年、500Lのフレンチ小樽で澱と一緒に発酵。ボトリングするまでその
まま樽で熟成。生産本数は4800本。樽熟成の心地良く上品な香りと味わい
が楽しめます。青リンゴやハーブのフレッシュな果実の香りにバナナ、バニ
ラやトースト香。口当たりはフレッシュさと樽熟成によるふくよかさが共存
し、心地良い酸が全体を引き締めています。ビウラ（マカベオ）50％／マル
ヴァジア50％

109306806

オスタトゥ ロレ・デ・オスタトゥ 2015
上質なシャルドネにも引けを取らないリオハの白！

通常価格 5,610円→3,630円（税込）

イタリア/白 スペイン/白

チリ/白

1995年、最上級キュヴェ“ルンコト”の生産を始め、そのセカンド
VT1996年が2002年度版のガンベロ・ロッソにて「ベストワイン・オブ・
ザ・イヤー」に選ばれる等、イタリア国内外で高い評価を獲得しているエ
リオ・グラッソ。細かい砂を含む石灰質土壌、フレンチオークバリック（新
樽率70％）とステンレスタンク併用し発酵、同容器内7ヶ月熟成。品の良
い上質なシャルドネにバリックが絶妙な華やかさとリッチさをもたらし
満足度の高い風味と味わいに仕上がっています。

109306810

エリオ・グラッソ
ランゲ・シャルドネ エドゥカート 2019

バローロ生産者「エリオ・グラッソ」が造る
バリック熟成の濃い系シャルドネが特別価格！

仏No.1デイリー・ピノ・ノワール！

大人気生産者であるダヴィド・デュバンからACブルゴーニュが入荷しました！多くの評価誌で
高い評価を得ており、あのJ・トルショ氏からの恩恵も受け、スター
生産者でありながら新たな挑戦を続けている、彼のACブルゴー
ニュも素晴らしい！実はモレ・サン・ドニ村とシャンボール村の小
さな6つの区画を使用していることをご存知でしょうか？樽発酵
を行い、14カ月熟成させ、村名ワインにも引きを取りません。華や
かなアロマに、赤黒系のベリーの美しさ、適度なタンニンが好印
象！今楽しめる一本です！今回は特別価格での入荷です！

109306833

ダヴィド・デュバン ブルゴーニュ・ルージュ 2019
試飲会で唸った！2019年のダヴィド・デュバンもお見逃しなく！

フランス/赤

アメリカ/赤 南アフリカ/赤

1960年代からブドウ栽培を行ってきたオーストラリア最大規模の家族経
営ワイナリー。数多くの賞を受賞しヴィクトリア州「ヴィンヤード・オブ・ザ・
イヤー」に輝くなど品質の高さから根強いファンがたくさんいます！自社
畑で収穫されたブドウを低温で素早く醸造し、シャルマ方式にて醸造。き
め細やかでクリーミーな泡立ち。シトラスのような繊細な香りにイースト
香が続きます。早摘みされたブドウによる、フレッシュな味わいと自然な酸
味。素晴らしい余韻が感じられるコスパ抜群のデイリースパークリング！

109202129

アンドリュー・ピース
スパークリング・シャルドネ・ピノ・ノワール NV

毎日飲むならこれがイチバン！

通常価格 3,000円→2,500円（税込）

チリのアンデス山脈と太平洋の間にある砂漠であるアタカマ砂漠は世界で
最も降水量の少ない地域として知られています。その過酷さからアタカマ砂
漠への道は「死への道」と恐れられられていました。そんな世界一過酷なアタ
カマ砂漠で単一畑、単一区画で栽培される超低収量ワインです。熟成は、ステ
ンレスタンクで発酵後10ヶ月間、澱と一緒に熟成されます。アロマはシトラス
系の香りにグリーン唐辛子のニュアンスが加わります。フレッシュでボリュー
ム感があり、酸味が高くミネラルを感じます。クリーンで後味に塩味が残り、と
ても複雑味を持っています。

109303895

ベンティスケーロ グレイ ソーヴィニョン・ブラン

特に良い一区画だけで作られる『グレイ』シリーズより
フレッシュなソーヴィニヨンブランが届きました

限定品！

日本/北海道

100g

403002345

オーストラリア/泡

冷蔵品
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今月のおすすめワイン「本気のギフトから自然派ワイン、可愛らしいエチケットまで、幅広く揃えています♪」

スペイン/赤

フランス/シャンパーニュ イギリス/泡白 ドイツ/白

シャトー・ド・ボーカステル・エノテーク 2009
今が飲み頃！この季節に楽しみたいバックヴィンテージ！

109300459 フランス/赤 蔵出しバック・ヴィンテージ！

自然派オレンジワイン

テヌータ・ディタリア　
エロス シャルドネ・ルビコーネ 2019

リッチな果実味とコク！ハートを射抜く天使のシャルドネ！

1965年にエミリアロマーニャ州ボローニャ県イモラ市で発足したワイナリー。こ
の白ワインは完熟したパイナップル、バナナやトロピカルフルーツの香りに華やか
な花のニュアンス。フレンチオークのバリック、トノーで約12ヶ月熟成。非常に豊か
な果実味にアロマティックな余韻が印象的な厚みのある味わいです。天使とハー
トのエチケットが愛らしい「エロス」のシャルドネ白！

109205202

Ｇ.D.ヴァイラ ランゲ・ロッソ 2018
葡萄の純粋な美しさを味わうヴァイラのロッソ！

109306715 イタリア/赤

イタリア/オレンジ泡

イタリア/赤

イタリア/白

109306561

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

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

109208736

デア・クライネ・フリッツ　
ピノ・ブラン アイスワイン 2016 375ml

ピノ・ブランで造るお値打ち高品質アイスワイン！

ゴーミヨ誌にて8年連続最優秀赤ワイン賞を受賞したフリードリッヒ・ベッカー醸造
所の若手当主、フリッツ氏プロデュースのアイスワイン。コストパフォーマンスの高
いワインを「クライネン・フリッツ名」で送り出す1本。高級アイスワインと同じよう
に、全て手摘みでの収穫に拘り、この価格帯からは考えられない糖度と酸度の高
さがあり、とてもバランスが取れた味わい。後味もとてもキレがよく、べたっとした
甘みが残りません！アイスワインにしては珍しいブルゴーニュ瓶もポイント！アル
コール8%、残糖154.2g/L、酸度9.8g/L

109206399

マックマニス・ファミリー・ヴィンヤーズ
リヴァー・ジャンクション・ヴィオニエ 2019

何度もおすすめしてしまう、、、
200種を超える試飲会で見つけた最高のヴィオニエ！

世界中で「この価格でこの美味しさは凄い！」と評価の高いワイナリー。1938年から有名生産者にブドウ供給を
し続けていた名門栽培農家が、1990年に自社畑のワイン造りをスタート。あまりのコストパフォーマンスの良さ
から全米でも評価が高いワイン生産者へとなりました。涼しい風が吹き込むリヴァー・ジャンクションは高級品種
ヴィオニエに最適な気候。桃、梨、アプリコットなどリッチでしなやかな口当たり、ミネラル感もあり中華やエス
ニック料理と最高のペアリングです。ブルーチーズなど少しクセのある食材ともぴったりです。信頼できるワイン
誌エンスージアスト「ベストバイ100」の31位に最新ヴィンテージがランクイン！

109104143

109306680

ボーグル・ヴィンヤーズ ピノ・ノワール 2019
ワイン・エンスージアスト「2021ベストバイ100」において見事6位を獲得！！

ボーグル・ファミリーは6世代に渡り農業を営む家族経営のワイナリー。手軽に取れるカジュ
アルワインでありながら、必ず期待を上回るコストパフォーマンス抜群の味わい。第20回 
Wine Enthusiast 誌American winery of the year受賞をするなど、更に注目度が上がっ
ている生産者です。カリフォルニアのピノで美味しいワインを探すのは、なかなか難しいです
が、このピノは久々のヒット！熟度の高さからくる、バラやスミレの気品ある香りと、樽由来の
スモーキーなニュアンスもあり複雑で果実味と酸のバランスもよく、この価格帯では白眉の出
来。毎年注目される、有力ワイン誌ベストバイトップ100において、日本に輸入されているワイ
ンではトップの、6位に輝いた優れものです。

109109220 アメリカ/赤

ガズボーン・エステイト ブラン・ド・ブラン 2013
2017年にデゴルジュマンされた、シャンパーニュを凌ぐ熟成ブラン・ド・ブラン！

109209845

シルバー・ハイツ マルスラン 2017
要注目産地「中国」無限大の可能性を感じる品種マルスラン！

世界のワイン市場で、今最も注目を浴びる産地「中国」。シルバー・ハイツは銀色高原にあ
り、中国では珍しい家族経営のワイナリーです。蔵元が位置するヘレン山地は標高1200m
の高地、世界レベルのワインが生まれる産地として将来を有望されています。オーナーの
エマは、フランスボルドーの有名シャトーに留学し、カロン・セギュールの醸造責任者を務
めていたティエリーと結婚。ワイナリーを本格的なものに育て上げました。中国に最も適し
ていると言われる品種マルスラン100％。黒胡椒やラベンダー、ドライライチのようなエキ
ゾチックなキャラクター、世界ソムリエ選手権でも使用されるほど、注目を集める中国ワイ
ンの中でも、最も個性を持っている素晴らしいワインです。

109305240 中国/赤

エレメント・ワイナリー　
キャント・ストップ/ウォント・ストップ 2016

やめられない！とまらない！奇才が造るNYのハウスレッドブレンド！

業界最難関と言われるマスター・ソムリエの資格を持ち、高級ホテルのエグゼブティヴ・シェ
フをも務めたクリストファー・ベイツによる世界的にも注目のワイナリー。品質に拘り年間生
産量は僅か1,000ケース以下、その殆どがNYのホテル・レストランで消費され、現地でも見
つけるのが困難なワインを造ります。NYの牽引者と言ってもよいベイツ氏は、今後の可能性
を秘めた品種のワイン造りに力を入れる。2016年初リリースのハウス・ブレンド。輝きのあ
るルビー色で、完熟した赤系、黒系果実両方のキャラクターが出た特異なワインです。「やめ
られない！とまらない！」と名付けられた通りの吸引力ある味わい！

アメリカ/赤

アメリカ/白 

2,178円（税込） 通常価格 2,728円→2,618円（税込）

4,180円（税込）

デモーゲンゾン リザーヴ シュナン・ブラン 2017
世界一のシュナン！と呼び声高いデモーゲンゾンが遂に入荷しました！

1699年にオランダ人開拓者のダーク・カシェに よって設立されました。2009年か
らはクラシック音楽専門のFM局創立者がオーナーとなり、独特な音楽的アプロー
チによるワイン造りも世界から注目されています。特にシュナン・ブランにおいて
は「世界一美味しい」とも評価されることもある造り手。ふっくらとして厚みのある
果実味ときれいな酸を持っており、フィニッシュは長く様々なスパイスの要素を感
じる、秀逸な味わいのレイヤーがあるシュナン・ブラン。バイヤーイチ押しの素晴ら
しい味わいです。

109306831 南アフリカ/白

スペイン/泡

G.D.ヴァイラは、バローロ村の代表的造り手で多くの醸造家がここで学び、独立して
いきました。1986年、バローロ地区の雹害でほとんどの畑が壊滅的な被害を受け
大不況に。多くの造り手が廃業していく中、あきらめきれずに借金をして畑を買い増
し。今ではバローロ村を中心に各地域の優良畑を所有しています。ピエモンテ地葡
萄、国際品種合わせて6品種混醸して造るG.D.ヴァイラのランゲ・ロッソ。ベーシック
ながらヴェイラの味わいを表現。純粋な葡萄本来の旨味を感じながら、すいすい飲
めるデイリースタイル！気軽な手持ちワインとしてもオススメ
の可愛らしいエチケットです。

モンテ・アンティコ　
トスカーナ I.G.T. 2016

ポケットマネーで買えるスーパー・タスカン！？
109204939

クアルティチェッロ
デスピナ ヴィーノ・フリッツァンテ 2020

デスピナ新VT！トロピカルなうす濁りナチュラル・フリッザンテ！
109209111

シャンパーニュとは違い、リキュールを添加せずにブドウの持つ糖分と酵母のみ
で、王冠で打栓をしてボトル内で発酵を完了させるメト ドー・アンセストラル方式。自
然な形での発酵なのでやさしい微発泡に仕上がります。マルヴァジア・ディ・カン
ディア種をステンレスタンクで3日間マセラシオン、ボトル内で最終発酵&8ヶ月熟
成。今回のVTはトロピカルで洋梨やライチのような果実感が強い味わいに。最初
の1杯、1本の泡として最高な質感です。

オーストラリア/オレンジ

コーナー・ワイン ピガート 2021
毎年即完売！ヴェルメンティーノで造るオレンジワイン！

35年以上名門としてブドウ栽培をしているコーナー家が2014年に設立。2019年最
優秀若手醸造家に贈られる「Young Gun of Wine」を受賞。自社畑「Gullyview」
北向きに位置する区画。平均樹齢13年、石灰質に表土が赤みがかった粘土質土壌
（テッラロッサ）。蜜をもった白い花と完熟のグレープフルーツ、林檎をすりおろしたよ
うな果肉感にピーチアイスティーのような清涼感があります。So2はボトリング前に
最低限添加するだけです。

109306796

4,290円（税込）

チリ/白

ノエス ピトゥコ ヴィオニエ
大人気のノエスピトゥコにヴィオニエが仲間入りしました

チリの老舗ブティックワイナリー、エチェヴェリア。食事に合わせる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味わいのワインを家族経営で造っています。伝統的なワインを造り続けて
きたエチェヴェリアですが、近年は自然派ワインも発売しています。それが発売後瞬く間に世界を虜
にした「ノエス　ピトゥコ」シリーズです。当店でも入荷できる数か限られているため通年販売でき
ない数量限定ワイン…今回は日本初上陸のヴィオニエを数量限定入荷することができました！自社
の単一区画から収穫した葡萄を使用。亜硫酸無添加/ノンフィルルター。25日間マロラクティック発
酵。味わいはすりおろした洋ナシのような味わい。バターのニュアンスやヴィオニエらしいフローラ
ルさもあり、こちらも大人気間違いなしの濁りワインになりそうですよ

109210041

2,090円（税込）

フランス/赤

ドメーヌ・シルヴァン・パタイユ マルサネ・ルージュ 2019
限定12本!超人気生産者の代表作マルサネ・ルージュが素晴らしい！

109306847

アルティーガ・フステル エルミータ・デ・サン・ロレンソ・
グラン・レセルバ 2002

20年熟成のグラン・レセルバがこの価格！

アルティーガ・フステルは2002年に、マルティー・ケール氏率いる経験豊富な少数精
鋭のチームによって設立。氏は、ニューヨークの高級レストラン「オレオール」でチー
フ・ソムリエを努めるなかで「飲む人のニーズに合ったリーズナブルで高品質なワイ
ン造り」を目指すようになる。こちらは、20年の熟成を経た2002年ヴィンテージ。醗
酵はステンレスタンク、熟成はオーク樽にて36か月。その後8,000-15,000Lの樽で
15年熟成。ガルナッチャの古樹が与える果実味とまろやかな口当たり。ガルナッチャ
60%/カベルネ・ソーヴィニヨン40%

109306897

マルサネの代表的生産者として君臨し続けるシルヴァン・パタイユ。今回は本拠地マルサネが
12本のみの限定入荷！樹齢は古く1950年～80年に植樹されたブドウを使用。積極的に全房

発酵を行い、亜硫酸も少なめ。多くのピノ・ノワール・ラヴァーから絶大
なる信頼を得ています。良年となった2019年は試飲会でも一目置か
れ、多くのソムリエから高い評価を得ていました。年末に入荷しました
が、今回このDMのために12本キープ。鮮烈な果実味とテクスチャー
のバランス。寝かせるも良し、な1本です。

当店で寝かせていたボーカステルをついに放出！しかも良年2009年！フランス南
ローヌ地方のトップ生産者の一人、シャトー・ド・ボーカステルの蔵出しのバック
ヴィンテージのご紹介です。当店に到着したのが2019年ですので約3年、寝かせ
ていました。シャトーヌフ・デュ・パフの13品種を使用し、元々強い年ではあるもの
の、熟成により果実味、タンニンはほぐれてきています。カシスやブラックベリーな
どのフルーティーさとブラウンシュガーをほのかに感じる味わい…。お肉料理など
とぜひ、大きめのグラスでお楽しみ下さい！ジビエ料理
とも〇！ 20,350円（税込）

フランツ・ソーモン
ヴァン・ド・フランツ シャルドネ 2020

バランス抜群！思わずグラスが止まらない！
ロワール自然派・白ワインの名手が醸すシャルドネ！

109306829 フランス/白 毎日飲みたいシャルドネ見つけました！

数量限定特別価格！

2002年ヴーヴレと双璧を成すシュナン・ブランの聖地、ロワール・ACモンルイでワイン造りを始めたフランツ・ソーモン。4haの
ビオロジックの畑を一人で切り盛りする。創設時から無農薬のシュナン・ブラン造りにこだわり白ワインの腕を磨いたフランツさ
んが手がけたシャルドネ100％が入荷！りんごや花梨、みかんのような和のテイストを感じる爽やかな果実味、さらに古樽発酵・
熟成したことでそこにまろやかさが加わった、素直にバランスの良い仕上がり！これは誰もが楽しめる！寒ーい夜にこたつでお鍋
を囲むシーンなどに非常におすすめのワインです♪釣り好き
なフランツさんらしい魚のラベルもとってもおしゃれです！ 通常価格 2,750円→2,575円（税込）

プロデュクタ レヴォリューション 
ソーヴィニョン・ブラン 2020

クラウディー・ベイの醸造家が造るボルドー産ソーヴィニョン・ブラン！

109306702 フランス/白 クラウディー・ベイの生みの親がフランスで生産！

試飲してその味わいに納得！それもそのはず、ニュー・ジーランドの代表生産者、クラウ
ディー・ベイを造っていた伝説の醸造家デイヴィット・ホーネンが作り上げた新たな"ソー
ヴィニョン・ブラン"がこのレヴォリューションなのです！ボルドーの懐の深さに飛び込み、老
舗協同組合のプロデュクタ社と手を組み若くして楽しめるワインを生産しています。味わい
はまさに正統派！ボルドーで作られるソーヴィニョン・ブランでこの価格はまさにサプライ
ズ！ぜひ爽やかで辛口ワイン好きは一度は
手に取ってみてください！ 通常価格 1,980円→1,815円（税込）

ポル・ロジェ キュヴェ・サー・ウィンストン・チャーチル 2012

シャンパーニュで9人しか選ばれない3つ星生産者の一つ。
尊敬する方へ送りたい人気銘柄！

109305884

限定12本！

フランスの有名評価誌にて、クリュッグやエグリ・ウーリエなどトップ生産者と同じ、3つ星生産者と評
されるポル・ロジェ。そのポル・ロジェの最高峰であり、元イギリス首相チャーチル氏への尊敬を捧げ
るために造られた"サー・ウィンストン・チャーチル"の最新ヴィンテージ2012年が届きました。天候に
恵まれ、今飲んでも十分に柔らかくポテンシャルを感じられる2012年！立体的な柑橘の、ブリオッ
シュの香りに、ドライフルーツのような凝縮した蜜っぽさ、マンダリンオレンジのヒント。泡立ちも落ち

着きがあり、飲み手を圧巻の魅力で包み込みます。尊敬する方に、
特別なシャンパーニュをプレゼントするならこちらがおすすめです！ 通常価格 37,400円→32,000円（税込）

通常価格 2,090円→1,848円（税込）

通常価格 3,080円→2,970円（税込） 通常価格 2,860円→2,420円（税込）

4,950円（税込）

2,640円（税込）

知る人ぞ知る安旨スーパートスカーナがコレ！モンテ・アンティコは「サンジョ
ヴェーゼの神」や「ミスター・サンジョヴェーゼ」と呼ばれる名醸造家のフランコ・ベ
ルナベイとイタリア高級ワインを輸出しているリーダー的存在であるエンプソン夫
妻が造りあげたポケットマネーで買えるスーパー・タスカン！スロヴェニア産とフレ
ンチ産オーク樽を使用することで、果実味とスパイシーさが見事に調和していま
す。パスタやリゾット、肉料理なんでもOK！の万能スーパートスカーナです。

スペイン/赤

アルト・ランドン サンダーロ 2015
透明感のある果実味とシラーのスパイシーさが絶妙にマッチ！

「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2週間のマセレーションの後、
圧搾せずにイノックスタンクにて醸造。225/300Lのフレンチオークにて4ヶ月間熟成。
濃く、深みのあるパープル色。ブルーベリーやカシスジャム、バルサミコ酢、様々なハー
ブのアロマ。しなやかなタンニンと飲みごたえのあるボディ感。シラー種のスパイシー
さが絶妙なアクセントになっています。

通常価格 2,420円→2,200円（税込）

5,280円（税込）

6,600円（税込）

エミリアーナ オーガニック スパークリング・ワイン 
ブリュット N.V

ヴィーガン認証も受ける瓶内二次発酵のスパークリング！

エミリアーナ・ヴィンヤーズはギリサスティ・ファミリーが1986年に設立したワイナリー。有機栽培やバイオダイナミッ
ク農法を実践し、チリ国内で最大の有機認証の畑を持つ造り手。100％自社畑でありながら、その全てオーガニックに
する拘りはとても強く、世界的にも評価が高い。このオーガニック・スパークリングはカサブランカ・ヴァレーで収穫さ
れた葡萄を使用。寒流が流れる太平洋に近く、冷たい海風の影響を受け、夏でも気温が上がり過ぎない冷涼な環境。
そしてシャンパーニュ同様瓶内二次発酵で造られています！明るい黄色で、きめ細やかく、リンゴやトーストの香りがフ
ワッと香り、フレッシュかつバランスの取れた本格派スパークリングです。エコセール認証やヴィーガン認証も取得して
いる本格オーガニックワイン、デイリーにいかがでしょうか？ドザージュは9.5g/Lほど。

109207168 チリ/泡

2,068円（税込）

本数限定！

6,270円（税込）

通常価格 1,980円→1,870円（税込）

2004年に設立されたイギリスのワイナリー。イギリス南東部ケント州、アップルドアにある畑の起源は1410年にまで遡る事ができる。2004年にワイナリーとして最初の葡
萄が植えられ、2010年にリリースしたブリュット・リザーヴ2006年がデビュー作。 現オーナーのアンドリュー・ウィーヴァーが「世界トップクラスのワインに肩を並べられる、
最上のイングリッシュ・スパークリングワインを造る」という明確なヴィジョンを持って栽培、醸造を行う。現在約90haの畑(ケント州60ha、サセックス州30ha)を所有し、す
べてを自社で管理している。ガズボーンという名の由来は、引き継いだ果樹園の持ち主であった『ドゥ・グースボーン』家から。グース(Goose)=ガチョウ、ボーン=小川の意
味で、その一家の家紋である三匹のガチョウの紋章が描かれた盾は、今 でもアップルドアの教会に残っている。クローンには主にブルゴーニュのクローンを使用。他の伝統
的なクローンに比べて収量は低いが、熟度 が高く風味豊かで、スパークリングワインの醸造に適していると考えている。初リリース以来様々な賞を獲得し続け、5年の間に 
3度もIWSCで最高賞を受賞している。このブラン・ド・ブランは2013年ヴィンテージ、そしてデゴルジュマンが2017年1月31日という3年以上熟成された1本！リンゴとレ
モンの味わいに、期待を裏切らないミネラリティ。瓶熟を重ねたことで、栗やバター、ナッツのような複雑味とミッドパレットの
芳醇な味わいと旨味が生まれています。全ての要素があるべき場所に存在する、実に心地のよい飲み口です。 9,174円（税込）

ロックフォード
①ブラック・シラーズ NV （デゴルジュ 2021）
②バスケット・プレス・シラーズ 2014

オーストラリアだけではなく、シラーズの最高峰！

①109306803
②109306802 オーストラリア/泡 赤

南オーストラリアのみならず、オーストラリアのアイコン的な存在でもあるロックフォードは、
オーナー醸造家であるロバート・オカラハンによって設立されました。最高のシラーズから造ら
れる幻のスパークリングと、樹齢60年～130年以上のバロッサ・ヴァレーのシラーズの最高の

ブドウだけを選別され造られる赤ワイン。フレンチ・オークとアメリカン・オークの新古樽で24ヶ月熟成後、日本にだけ
はさらに数年熟成させてから出荷されます。フルボディでありながら優しく気品に溢れた味わいと素晴らしい余韻は他
のワインとは一線を画す唯一無二の個性。

① ②

①12,100円（税込） ②10,450円（税込）

トルパドル・ヴィンヤード
①シャルドネ 2020
②ピノ・ノワール 2020

オーストラリアの銘醸地タスマニアの最高のワインが入荷！

①109306621
②109306622 オーストラリア/白 赤

アデレード・ヒルズの名門「ショウ・アンド・スミス」のオーナーの2人が、2011年に
この地を訪れ、畑を購入し設立。タスマニア島南部の銘醸地、コール・リヴァー・
ヴァレーに位置するトルパドル・ヴィンヤードは1988年に植樹が始まり、タスマニ

アの中でも特に質の高い卓越したブドウが生み出される。2020年は日本に入荷したばかりの最新
ヴィンテージ、どちらも長期熟成のポテンシャルを
秘めたタスマニア最高のワイン。

① ②

①7,975円（税込） ②8,800円（税込）

通常価格 3,025円→2,915円（税込）
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今月のおすすめワイン「本気のギフトから自然派ワイン、可愛らしいエチケットまで、幅広く揃えています♪」

スペイン/赤

フランス/シャンパーニュ イギリス/泡白 ドイツ/白

シャトー・ド・ボーカステル・エノテーク 2009
今が飲み頃！この季節に楽しみたいバックヴィンテージ！

109300459 フランス/赤 蔵出しバック・ヴィンテージ！

自然派オレンジワイン

テヌータ・ディタリア　
エロス シャルドネ・ルビコーネ 2019

リッチな果実味とコク！ハートを射抜く天使のシャルドネ！

1965年にエミリアロマーニャ州ボローニャ県イモラ市で発足したワイナリー。こ
の白ワインは完熟したパイナップル、バナナやトロピカルフルーツの香りに華やか
な花のニュアンス。フレンチオークのバリック、トノーで約12ヶ月熟成。非常に豊か
な果実味にアロマティックな余韻が印象的な厚みのある味わいです。天使とハー
トのエチケットが愛らしい「エロス」のシャルドネ白！

109205202

Ｇ.D.ヴァイラ ランゲ・ロッソ 2018
葡萄の純粋な美しさを味わうヴァイラのロッソ！

109306715 イタリア/赤

イタリア/オレンジ泡

イタリア/赤

イタリア/白

109306561

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

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

109208736

デア・クライネ・フリッツ　
ピノ・ブラン アイスワイン 2016 375ml

ピノ・ブランで造るお値打ち高品質アイスワイン！

ゴーミヨ誌にて8年連続最優秀赤ワイン賞を受賞したフリードリッヒ・ベッカー醸造
所の若手当主、フリッツ氏プロデュースのアイスワイン。コストパフォーマンスの高
いワインを「クライネン・フリッツ名」で送り出す1本。高級アイスワインと同じよう
に、全て手摘みでの収穫に拘り、この価格帯からは考えられない糖度と酸度の高
さがあり、とてもバランスが取れた味わい。後味もとてもキレがよく、べたっとした
甘みが残りません！アイスワインにしては珍しいブルゴーニュ瓶もポイント！アル
コール8%、残糖154.2g/L、酸度9.8g/L

109206399

マックマニス・ファミリー・ヴィンヤーズ
リヴァー・ジャンクション・ヴィオニエ 2019

何度もおすすめしてしまう、、、
200種を超える試飲会で見つけた最高のヴィオニエ！

世界中で「この価格でこの美味しさは凄い！」と評価の高いワイナリー。1938年から有名生産者にブドウ供給を
し続けていた名門栽培農家が、1990年に自社畑のワイン造りをスタート。あまりのコストパフォーマンスの良さ
から全米でも評価が高いワイン生産者へとなりました。涼しい風が吹き込むリヴァー・ジャンクションは高級品種
ヴィオニエに最適な気候。桃、梨、アプリコットなどリッチでしなやかな口当たり、ミネラル感もあり中華やエス
ニック料理と最高のペアリングです。ブルーチーズなど少しクセのある食材ともぴったりです。信頼できるワイン
誌エンスージアスト「ベストバイ100」の31位に最新ヴィンテージがランクイン！

109104143

109306680

ボーグル・ヴィンヤーズ ピノ・ノワール 2019
ワイン・エンスージアスト「2021ベストバイ100」において見事6位を獲得！！

ボーグル・ファミリーは6世代に渡り農業を営む家族経営のワイナリー。手軽に取れるカジュ
アルワインでありながら、必ず期待を上回るコストパフォーマンス抜群の味わい。第20回 
Wine Enthusiast 誌American winery of the year受賞をするなど、更に注目度が上がっ
ている生産者です。カリフォルニアのピノで美味しいワインを探すのは、なかなか難しいです
が、このピノは久々のヒット！熟度の高さからくる、バラやスミレの気品ある香りと、樽由来の
スモーキーなニュアンスもあり複雑で果実味と酸のバランスもよく、この価格帯では白眉の出
来。毎年注目される、有力ワイン誌ベストバイトップ100において、日本に輸入されているワイ
ンではトップの、6位に輝いた優れものです。

109109220 アメリカ/赤

ガズボーン・エステイト ブラン・ド・ブラン 2013
2017年にデゴルジュマンされた、シャンパーニュを凌ぐ熟成ブラン・ド・ブラン！

109209845

シルバー・ハイツ マルスラン 2017
要注目産地「中国」無限大の可能性を感じる品種マルスラン！

世界のワイン市場で、今最も注目を浴びる産地「中国」。シルバー・ハイツは銀色高原にあ
り、中国では珍しい家族経営のワイナリーです。蔵元が位置するヘレン山地は標高1200m
の高地、世界レベルのワインが生まれる産地として将来を有望されています。オーナーの
エマは、フランスボルドーの有名シャトーに留学し、カロン・セギュールの醸造責任者を務
めていたティエリーと結婚。ワイナリーを本格的なものに育て上げました。中国に最も適し
ていると言われる品種マルスラン100％。黒胡椒やラベンダー、ドライライチのようなエキ
ゾチックなキャラクター、世界ソムリエ選手権でも使用されるほど、注目を集める中国ワイ
ンの中でも、最も個性を持っている素晴らしいワインです。

109305240 中国/赤

エレメント・ワイナリー　
キャント・ストップ/ウォント・ストップ 2016

やめられない！とまらない！奇才が造るNYのハウスレッドブレンド！

業界最難関と言われるマスター・ソムリエの資格を持ち、高級ホテルのエグゼブティヴ・シェ
フをも務めたクリストファー・ベイツによる世界的にも注目のワイナリー。品質に拘り年間生
産量は僅か1,000ケース以下、その殆どがNYのホテル・レストランで消費され、現地でも見
つけるのが困難なワインを造ります。NYの牽引者と言ってもよいベイツ氏は、今後の可能性
を秘めた品種のワイン造りに力を入れる。2016年初リリースのハウス・ブレンド。輝きのあ
るルビー色で、完熟した赤系、黒系果実両方のキャラクターが出た特異なワインです。「やめ
られない！とまらない！」と名付けられた通りの吸引力ある味わい！

アメリカ/赤

アメリカ/白 

2,178円（税込） 通常価格 2,728円→2,618円（税込）

4,180円（税込）

デモーゲンゾン リザーヴ シュナン・ブラン 2017
世界一のシュナン！と呼び声高いデモーゲンゾンが遂に入荷しました！

1699年にオランダ人開拓者のダーク・カシェに よって設立されました。2009年か
らはクラシック音楽専門のFM局創立者がオーナーとなり、独特な音楽的アプロー
チによるワイン造りも世界から注目されています。特にシュナン・ブランにおいて
は「世界一美味しい」とも評価されることもある造り手。ふっくらとして厚みのある
果実味ときれいな酸を持っており、フィニッシュは長く様々なスパイスの要素を感
じる、秀逸な味わいのレイヤーがあるシュナン・ブラン。バイヤーイチ押しの素晴ら
しい味わいです。

109306831 南アフリカ/白

スペイン/泡

G.D.ヴァイラは、バローロ村の代表的造り手で多くの醸造家がここで学び、独立して
いきました。1986年、バローロ地区の雹害でほとんどの畑が壊滅的な被害を受け
大不況に。多くの造り手が廃業していく中、あきらめきれずに借金をして畑を買い増
し。今ではバローロ村を中心に各地域の優良畑を所有しています。ピエモンテ地葡
萄、国際品種合わせて6品種混醸して造るG.D.ヴァイラのランゲ・ロッソ。ベーシック
ながらヴェイラの味わいを表現。純粋な葡萄本来の旨味を感じながら、すいすい飲
めるデイリースタイル！気軽な手持ちワインとしてもオススメ
の可愛らしいエチケットです。

モンテ・アンティコ　
トスカーナ I.G.T. 2016

ポケットマネーで買えるスーパー・タスカン！？
109204939

クアルティチェッロ
デスピナ ヴィーノ・フリッツァンテ 2020

デスピナ新VT！トロピカルなうす濁りナチュラル・フリッザンテ！
109209111

シャンパーニュとは違い、リキュールを添加せずにブドウの持つ糖分と酵母のみ
で、王冠で打栓をしてボトル内で発酵を完了させるメトｰド・アンセストラル方式。自
然な形での発酵なのでやさしい微発泡に仕上がります。マルヴァジア・ディ・カン
ディア種をステンレスタンクで3日間マセラシオン、ボトル内で最終発酵&8ヶ月熟
成。今回のVTはトロピカルで洋梨やライチのような果実感が強い味わいに。最初
の1杯、1本の泡として最高な質感です。

オーストラリア/オレンジ

コーナー・ワイン ピガート 2021
毎年即完売！ヴェルメンティーノで造るオレンジワイン！

35年以上名門としてブドウ栽培をしているコーナー家が2014年に設立。2019年最
優秀若手醸造家に贈られる「Young Gun of Wine」を受賞。自社畑「Gullyview」
北向きに位置する区画。平均樹齢13年、石灰質に表土が赤みがかった粘土質土壌
（テッラロッサ）。蜜をもった白い花と完熟のグレープフルーツ、林檎をすりおろしたよ
うな果肉感にピーチアイスティーのような清涼感があります。So2はボトリング前に
最低限添加するだけです。

109306796

4,290円（税込）

チリ/白

ノエス ピトゥコ ヴィオニエ
大人気のノエスピトゥコにヴィオニエが仲間入りしました

チリの老舗ブティックワイナリー、エチェヴェリア。食事に合わせる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味わいのワインを家族経営で造っています。伝統的なワインを造り続けて
きたエチェヴェリアですが、近年は自然派ワインも発売しています。それが発売後瞬く間に世界を虜
にした「ノエス　ピトゥコ」シリーズです。当店でも入荷できる数か限られているため通年販売でき
ない数量限定ワイン…今回は日本初上陸のヴィオニエを数量限定入荷することができました！自社
の単一区画から収穫した葡萄を使用。亜硫酸無添加/ノンフィルルター。25日間マロラクティック発
酵。味わいはすりおろした洋ナシのような味わい。バターのニュアンスやヴィオニエらしいフローラ
ルさもあり、こちらも大人気間違いなしの濁りワインになりそうですよ

109210041

2,090円（税込）

フランス/赤

ドメーヌ・シルヴァン・パタイユ マルサネ・ルージュ 2019
限定12本!超人気生産者の代表作マルサネ・ルージュが素晴らしい！

109306847

アルティーガ・フステル エルミータ・デ・サン・ロレンソ・
グラン・レセルバ 2002

20年熟成のグラン・レセルバがこの価格！

アルティーガ・フステルは2002年に、マルティー・ケール氏率いる経験豊富な少数精
鋭のチームによって設立。氏は、ニューヨークの高級レストラン「オレオール」でチー
フ・ソムリエを努めるなかで「飲む人のニーズに合ったリーズナブルで高品質なワイ
ン造り」を目指すようになる。こちらは、20年の熟成を経た2002年ヴィンテージ。醗
酵はステンレスタンク、熟成はオーク樽にて36か月。その後8,000-15,000Lの樽で
15年熟成。ガルナッチャの古樹が与える果実味とまろやかな口当たり。ガルナッチャ
60%/カベルネ・ソーヴィニヨン40%

109306897

マルサネの代表的生産者として君臨し続けるシルヴァン・パタイユ。今回は本拠地マルサネが
12本のみの限定入荷！樹齢は古く1950年～80年に植樹されたブドウを使用。積極的に全房

発酵を行い、亜硫酸も少なめ。多くのピノ・ノワール・ラヴァーから絶大
なる信頼を得ています。良年となった2019年は試飲会でも一目置か
れ、多くのソムリエから高い評価を得ていました。年末に入荷しました
が、今回このDMのために12本キープ。鮮烈な果実味とテクスチャー
のバランス。寝かせるも良し、な1本です。

当店で寝かせていたボーカステルをついに放出！しかも良年2009年！フランス南
ローヌ地方のトップ生産者の一人、シャトー・ド・ボーカステルの蔵出しのバック
ヴィンテージのご紹介です。当店に到着したのが2019年ですので約3年、寝かせ
ていました。シャトーヌフ・デュ・パフの13品種を使用し、元々強い年ではあるもの
の、熟成により果実味、タンニンはほぐれてきています。カシスやブラックベリーな
どのフルーティーさとブラウンシュガーをほのかに感じる味わい…。お肉料理など
とぜひ、大きめのグラスでお楽しみ下さい！ジビエ料理
とも〇！ 20,350円（税込）

フランツ・ソーモン
ヴァン・ド・フランツ シャルドネ 2020

バランス抜群！思わずグラスが止まらない！
ロワール自然派・白ワインの名手が醸すシャルドネ！

109306829 フランス/白 毎日飲みたいシャルドネ見つけました！

数量限定特別価格！

2002年ヴーヴレと双璧を成すシュナン・ブランの聖地、ロワール・ACモンルイでワイン造りを始めたフランツ・ソーモン。4haの
ビオロジックの畑を一人で切り盛りする。創設時から無農薬のシュナン・ブラン造りにこだわり白ワインの腕を磨いたフランツさ
んが手がけたシャルドネ100％が入荷！りんごや花梨、みかんのような和のテイストを感じる爽やかな果実味、さらに古樽発酵・
熟成したことでそこにまろやかさが加わった、素直にバランスの良い仕上がり！これは誰もが楽しめる！寒ーい夜にこたつでお鍋
を囲むシーンなどに非常におすすめのワインです♪釣り好き
なフランツさんらしい魚のラベルもとってもおしゃれです！ 通常価格 2,750円→2,575円（税込）

プロデュクタ レヴォリューション 
ソーヴィニョン・ブラン 2020

クラウディー・ベイの醸造家が造るボルドー産ソーヴィニョン・ブラン！

109306702 フランス/白 クラウディー・ベイの生みの親がフランスで生産！

試飲してその味わいに納得！それもそのはず、ニュー・ジーランドの代表生産者、クラウ
ディー・ベイを造っていた伝説の醸造家デイヴィット・ホーネンが作り上げた新たな"ソー
ヴィニョン・ブラン"がこのレヴォリューションなのです！ボルドーの懐の深さに飛び込み、老
舗協同組合のプロデュクタ社と手を組み若くして楽しめるワインを生産しています。味わい
はまさに正統派！ボルドーで作られるソーヴィニョン・ブランでこの価格はまさにサプライ
ズ！ぜひ爽やかで辛口ワイン好きは一度は
手に取ってみてください！ 通常価格 1,980円→1,815円（税込）

ポル・ロジェ キュヴェ・サー・ウィンストン・チャーチル 2012

シャンパーニュで9人しか選ばれない3つ星生産者の一つ。
尊敬する方へ送りたい人気銘柄！

109305884

限定12本！

フランスの有名評価誌にて、クリュッグやエグリ・ウーリエなどトップ生産者と同じ、3つ星生産者と評
されるポル・ロジェ。そのポル・ロジェの最高峰であり、元イギリス首相チャーチル氏への尊敬を捧げ
るために造られた"サー・ウィンストン・チャーチル"の最新ヴィンテージ2012年が届きました。天候に
恵まれ、今飲んでも十分に柔らかくポテンシャルを感じられる2012年！立体的な柑橘の、ブリオッ
シュの香りに、ドライフルーツのような凝縮した蜜っぽさ、マンダリンオレンジのヒント。泡立ちも落ち

着きがあり、飲み手を圧巻の魅力で包み込みます。尊敬する方に、
特別なシャンパーニュをプレゼントするならこちらがおすすめです！ 通常価格 37,400円→32,000円（税込）

通常価格 2,090円→1,848円（税込）

通常価格 3,080円→2,970円（税込） 通常価格 2,860円→2,420円（税込）

4,950円（税込）

2,640円（税込）

知る人ぞ知る安旨スーパートスカーナがコレ！モンテ・アンティコは「サンジョ
ヴェーゼの神」や「ミスター・サンジョヴェーゼ」と呼ばれる名醸造家のフランコ・ベ
ルナベイとイタリア高級ワインを輸出しているリーダー的存在であるエンプソン夫
妻が造りあげたポケットマネーで買えるスーパー・タスカン！スロヴェニア産とフレ
ンチ産オーク樽を使用することで、果実味とスパイシーさが見事に調和していま
す。パスタやリゾット、肉料理なんでもOK！の万能スーパートスカーナです。

スペイン/赤

アルト・ランドン サンダーロ 2015
透明感のある果実味とシラーのスパイシーさが絶妙にマッチ！

「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2週間のマセレーションの後、
圧搾せずにイノックスタンクにて醸造。225/300Lのフレンチオークにて4ヶ月間熟成。
濃く、深みのあるパープル色。ブルーベリーやカシスジャム、バルサミコ酢、様々なハー
ブのアロマ。しなやかなタンニンと飲みごたえのあるボディ感。シラー種のスパイシー
さが絶妙なアクセントになっています。

通常価格 2,420円→2,200円（税込）

5,280円（税込）

6,600円（税込）

エミリアーナ オーガニック スパークリング・ワイン 
ブリュット N.V

ヴィーガン認証も受ける瓶内二次発酵のスパークリング！

エミリアーナ・ヴィンヤーズはギリサスティ・ファミリーが1986年に設立したワイナリー。有機栽培やバイオダイナミッ
ク農法を実践し、チリ国内で最大の有機認証の畑を持つ造り手。100％自社畑でありながら、その全てオーガニックに
する拘りはとても強く、世界的にも評価が高い。このオーガニック・スパークリングはカサブランカ・ヴァレーで収穫さ
れた葡萄を使用。寒流が流れる太平洋に近く、冷たい海風の影響を受け、夏でも気温が上がり過ぎない冷涼な環境。
そしてシャンパーニュ同様瓶内二次発酵で造られています！明るい黄色で、きめ細やかく、リンゴやトーストの香りがフ
ワッと香り、フレッシュかつバランスの取れた本格派スパークリングです。エコセール認証やヴィーガン認証も取得して
いる本格オーガニックワイン、デイリーにいかがでしょうか？ドザージュは9.5g/Lほど。

109207168 チリ/泡

2,068円（税込）

本数限定！

6,270円（税込）

通常価格 1,980円→1,870円（税込）

2004年に設立されたイギリスのワイナリー。イギリス南東部ケント州、アップルドアにある畑の起源は1410年にまで遡る事ができる。2004年にワイナリーとして最初の葡
萄が植えられ、2010年にリリースしたブリュット・リザーヴ2006年がデビュー作。 現オーナーのアンドリュー・ウィーヴァーが「世界トップクラスのワインに肩を並べられる、
最上のイングリッシュ・スパークリングワインを造る」という明確なヴィジョンを持って栽培、醸造を行う。現在約90haの畑(ケント州60ha、サセックス州30ha)を所有し、す
べてを自社で管理している。ガズボーンという名の由来は、引き継いだ果樹園の持ち主であった『ドゥ・グースボーン』家から。グース(Goose)=ガチョウ、ボーン=小川の意
味で、その一家の家紋である三匹のガチョウの紋章が描かれた盾は、今 でもアップルドアの教会に残っている。クローンには主にブルゴーニュのクローンを使用。他の伝統
的なクローンに比べて収量は低いが、熟度 が高く風味豊かで、スパークリングワインの醸造に適していると考えている。初リリース以来様々な賞を獲得し続け、5年の間に 
3度もIWSCで最高賞を受賞している。このブラン・ド・ブランは2013年ヴィンテージ、そしてデゴルジュマンが2017年1月31日という3年以上熟成された1本！リンゴとレ
モンの味わいに、期待を裏切らないミネラリティ。瓶熟を重ねたことで、栗やバター、ナッツのような複雑味とミッドパレットの
芳醇な味わいと旨味が生まれています。全ての要素があるべき場所に存在する、実に心地のよい飲み口です。 9,174円（税込）

ロックフォード
①ブラック・シラーズ NV （デゴルジュ 2021）
②バスケット・プレス・シラーズ 2014

オーストラリアだけではなく、シラーズの最高峰！

①109306803
②109306802 オーストラリア/泡 赤

南オーストラリアのみならず、オーストラリアのアイコン的な存在でもあるロックフォードは、
オーナー醸造家であるロバート・オカラハンによって設立されました。最高のシラーズから造ら
れる幻のスパークリングと、樹齢60年～130年以上のバロッサ・ヴァレーのシラーズの最高の

ブドウだけを選別され造られる赤ワイン。フレンチ・オークとアメリカン・オークの新古樽で24ヶ月熟成後、日本にだけ
はさらに数年熟成させてから出荷されます。フルボディでありながら優しく気品に溢れた味わいと素晴らしい余韻は他
のワインとは一線を画す唯一無二の個性。

① ②

①12,100円（税込） ②10,450円（税込）

トルパドル・ヴィンヤード
①シャルドネ 2020
②ピノ・ノワール 2020

オーストラリアの銘醸地タスマニアの最高のワインが入荷！

①109306621
②109306622 オーストラリア/白 赤

アデレード・ヒルズの名門「ショウ・アンド・スミス」のオーナーの2人が、2011年に
この地を訪れ、畑を購入し設立。タスマニア島南部の銘醸地、コール・リヴァー・
ヴァレーに位置するトルパドル・ヴィンヤードは1988年に植樹が始まり、タスマニ

アの中でも特に質の高い卓越したブドウが生み出される。2020年は日本に入荷したばかりの最新
ヴィンテージ、どちらも長期熟成のポテンシャルを
秘めたタスマニア最高のワイン。

① ②

①7,975円（税込） ②8,800円（税込）

通常価格 3,025円→2,915円（税込）
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一度は食べて欲しい！本気の食材揃ってます！

季節限定商品

80g

北海道東部を流れる十勝川。その源流域に神々の遊ぶ
庭と呼ばれるトムラウシ山がそびえる新得町がありま
す。そこで生産された良質な肉のおいしさを多くの人に
届けるために、新得町内の精肉店や牧場が集結してで
きたのがTomuraushi。北海道新得町で有機牧草だけ
を餌に育った、ストレスのない羊肉。その中で最も肉質
が良い仔羊の肉を使用し赤ワインをベースとした香り
高いドミグラスソースで贅沢に煮込みました。ラム肉独
特の旨みと香りが引き立った深い味わいの一缶。具材
のカットから製缶
まで、シェフがひ
とつひとつ手づく
りし、贅沢にぎっ
しり詰まっていま
す。ライスやバケ
ットを添えても良
し！パスタソース
としても風味豊か
に仕上がります。

tomuraushi
北海道産仔羊肉のハッシュ・ド・ラム

やわらかく煮込まれたラムがたっぷり！

イタリアのトスカーナ地方のシエナで飼育される、イタリア
国内でも予約待ちが必要な程、希少な黒豚チンタセネー
ゼ。松の実やドングリといった自然のものしか食さず、適度
に運動が出来る自然環境でしか育つことが出来ないた
め、一度は絶滅寸前の危機に。チンタセネーゼは適度に引
き締まった赤身と体温でとろけるほど融点が低い上質な
脂身が特徴です。熟成期間中にトスカーナ独特の風土の
味、香りをしっかり染み込ませたプロシュートは大変芳醇
でしっかりとした旨味の強い赤身ととろけるほど上質な脂
身のバランスが絶妙♪特にトスカーナ産の赤ワインとは
驚くほどのマ
リアージュを
表現してくれ
ます♪

プロシュート クルード ディ 
チンタセネーゼ ビオ

幻の黒豚「チンタセネーゼ」！引き締まった赤身と
とろける脂身はまさに極上の美味しさ！

通常価格 1,296円→1,080円（税込） 400g

170g

2,079円（税込）

新鮮な生乳にキサラファームさん自家製のホエイジャ
ムと生クリームを入れて、爽やかな酸味とクリームの甘
みを微調整したデザートチーズはまるでスフレチーズ
ケーキを食べているよう♪数種類のドライフルーツか
ら、どれが一番チーズと相性がいいか研究し製造され
ているので、甘酸っぱい苺と甘みのあるマンゴーのドラ
イフルーツが乗ったクリーミで軽い食感のチーズは一
口食べれは幸せ気分MAXに♪今回は特別に当店オリ
ジナルのミックスドライフルーツバージョンを作って頂
きました！チーズとしての癖は全く無いので、スイーツ
のように召し上がれます♪また甘すぎないので男性に
も喜ばれる
味わいです！

304100994

キサラファーム Dahlia（ダリア）

スフレチーズケーキ！？
宝石箱のような見た目にも可愛らしいデザートチーズ♪

数量限定

304101302 304100897

別名「ビスコッティ」で知られる、2度焼きしたイタリアの
伝統菓子「カントチーニ」を考案したアントニオ･マッテ
ィ。原材料は、小麦粉・砂糖・新鮮な卵・松の実・アーモン
ドのみ。イタリア国内から最高品質の材料を集め、初代
から続く秘伝の製法で、7代を数える現在でも伝統の味
を守り続けています。今年は、ギフトにもぴったりなかわ
いいトランク缶入り！カリッとした食感が長く楽しめるよ
うに個包装されています。干しぶどうで作る甘口ワイン
「ヴィンサント」に浸して食べても、コーヒーやエスプレッ
ソに浸して食べても良し！アイスクリームと一緒に食べて
も美味い！

304101151

アントニオ・マッティ 
カントチーニ・トランク缶

数量限定！今年はかわいいトランク缶入り♪

スペイン日本/兵庫県

イタリア

イタリア 数量限定スペイン

スペイン、エストラマデューラ州のアルモアリ村で収穫
された乾燥いちじくの中に一粒一粒ブランデー風味の
チョコレートクリームを手作業で詰め、最後にチョコレ
ートをコーティングした贅沢な商品。スペイン、アルモア
リ村で昔から採れる、このおいしい乾燥いちじくをどう
にか世界へ発信したいという思いで、この村に住むバ
レロ夫妻によって商品化されました。ブランデーの香り
がほのかに香る大人のリッチなチョコレート。ギフトに
ぴったりなBOX入り。ひと粒で味わえる満足感と幸福
感はたまりません…！

304100877

ラビトスロワイヤル　
いちじくチョコレート

数量限定！毎年人気のイチジクチョコレート

1,807円（税込）1,728円（税込）

冷蔵品日本/北海道 冷蔵品 日本

チュニジア産最高級品種デグラノールの種抜デーツ。
『輝く光』として伝統的に知られるデーツの王様、デグラ
ノール（Deglet Nour）は、世界で最も高い評価を得た
デザート用デーツ。無農薬栽培。自然が育んだブロンド
色の色合い、特徴ある風味、やわらかな果肉、キャラメ
ルのような甘さが特徴。良質のエネルギー源、食物繊
維、タンパク質、ビタミン、ミネラルなど様々な栄養素が
含まれています。そのまま食べてももちろん美味しいで
すが、種抜きなので、その部分に
バターやクリームチーズ、ナッツ
などをはさんで一緒に食べると
より一層美味しくいただけます！

デリスメッド プレミアムデーツ
（デグレット・ヌール種）

チュニジア産最高級品種デグラノール 種抜デーツ!

1,071円（税込）

120g 通常価格 1,026円→950円（税込）

2,268円（税込）

304101426 チュニジア

8粒入り個包装10g×6本入り

今までに感じたことのない新感覚な食感の虜になるこ
と間違いなし！アカシアの蜂蜜はゆっくり水分を抜くよ
うにキャラメリゼしてカリカリ食感になるくらいにした
ものをクランチ状にします。丁寧にテンパリングして、滑
らかになったチョコの中に蜂蜜をいれ、板チョコ状にし
たものをカチ割りチョコにするので、ミルクチョコの滑
らかな口当たりの中にカリカリした蜂蜜がほんのりアク
セントに。2種類の食感が同時に楽しめる、食べると最
高にハッピーにな
気持ちになるチョ
コです♪甘さ控え
めに仕上げたチョ
コレートなので、
甘すぎて喉が乾く
ことがないのも
good！

304100947

ビーネ ビーネ ハニークランチチョコ

お口の中で食感のパーティが始まりそうな
新感覚のチョコレートです！

928円（税込）

「一度食したら大ファンになってしまった」と多くのお客
様より支持を得てるラルゲタアーモンドが今年も入荷し
ました！スペイン・カタルーニャ地方の一部でしか生産
されない原木種のラルゲタ種は他のアーモンドより柔
らかく、指でクラッシュできるほどの軽い食感が特徴。天
然の海塩と油を一切使用せずローストのみにより仕上
げます。香ばしいさとナッツ本来のほのかな甘みは一度
食べると忘れられな
いほどの衝撃を与え
てくれます♪今年は
豊作のため例年より
は数量多く入荷して
おりますが、無くなり
次第終了となります
のでご了承下さい。

304100568

ラルゲタ種アーモンド（海塩）

鼻腔に残る香りとナッツ本来の甘みは
一度食したら大ファンになること間違い無し！

冬季限定商品マダガスカル

ショコラマダガスカル自慢の自家製非脱臭カカオバタ
ーを45%も使用した、本格派「ゴールド」ホワイトチョコ
レート。カカオバター由来の黄金色が、良質かつ個性の
ある油脂であることを証明しています。バニラなどの香
料も加えず、乳化剤も使用していません。非常にバラン
スのよい感動的な逸品に仕上が
っております。カカオバターが繊
細に香り、お酒などとのマリアー
ジュを楽しむことが出来ます。
※乳化剤不使用

ショコラ・マダガスカル
ホワイトゴールドチョコレート45％

口解け感に感動！
極めて綺麗なホワイトチョコレート

810円（税込）

304101427

こちらのチョコレートは
お酒を使用しています。

85g
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スフレチーズケーキ！？
宝石箱のような見た目にも可愛らしいデザートチーズ♪

数量限定

304101302 304100897

別名「ビスコッティ」で知られる、2度焼きしたイタリアの
伝統菓子「カントチーニ」を考案したアントニオ･マッテ
ィ。原材料は、小麦粉・砂糖・新鮮な卵・松の実・アーモン
ドのみ。イタリア国内から最高品質の材料を集め、初代
から続く秘伝の製法で、7代を数える現在でも伝統の味
を守り続けています。今年は、ギフトにもぴったりなかわ
いいトランク缶入り！カリッとした食感が長く楽しめるよ
うに個包装されています。干しぶどうで作る甘口ワイン
「ヴィンサント」に浸して食べても、コーヒーやエスプレッ
ソに浸して食べても良し！アイスクリームと一緒に食べて
も美味い！

304101151

アントニオ・マッティ 
カントチーニ・トランク缶

数量限定！今年はかわいいトランク缶入り♪

スペイン日本/兵庫県

イタリア

イタリア 数量限定スペイン

スペイン、エストラマデューラ州のアルモアリ村で収穫
された乾燥いちじくの中に一粒一粒ブランデー風味の
チョコレートクリームを手作業で詰め、最後にチョコレ
ートをコーティングした贅沢な商品。スペイン、アルモア
リ村で昔から採れる、このおいしい乾燥いちじくをどう
にか世界へ発信したいという思いで、この村に住むバ
レロ夫妻によって商品化されました。ブランデーの香り
がほのかに香る大人のリッチなチョコレート。ギフトに
ぴったりなBOX入り。ひと粒で味わえる満足感と幸福
感はたまりません…！

304100877

ラビトスロワイヤル　
いちじくチョコレート

数量限定！毎年人気のイチジクチョコレート

1,807円（税込）1,728円（税込）

冷蔵品日本/北海道 冷蔵品 日本

チュニジア産最高級品種デグラノールの種抜デーツ。
『輝く光』として伝統的に知られるデーツの王様、デグラ
ノール（Deglet Nour）は、世界で最も高い評価を得た
デザート用デーツ。無農薬栽培。自然が育んだブロンド
色の色合い、特徴ある風味、やわらかな果肉、キャラメ
ルのような甘さが特徴。良質のエネルギー源、食物繊
維、タンパク質、ビタミン、ミネラルなど様々な栄養素が
含まれています。そのまま食べてももちろん美味しいで
すが、種抜きなので、その部分に
バターやクリームチーズ、ナッツ
などをはさんで一緒に食べると
より一層美味しくいただけます！

デリスメッド プレミアムデーツ
（デグレット・ヌール種）

チュニジア産最高級品種デグラノール 種抜デーツ!

1,071円（税込）

120g 通常価格 1,026円→950円（税込）

2,268円（税込）

304101426 チュニジア

8粒入り個包装10g×6本入り

今までに感じたことのない新感覚な食感の虜になるこ
と間違いなし！アカシアの蜂蜜はゆっくり水分を抜くよ
うにキャラメリゼしてカリカリ食感になるくらいにした
ものをクランチ状にします。丁寧にテンパリングして、滑
らかになったチョコの中に蜂蜜をいれ、板チョコ状にし
たものをカチ割りチョコにするので、ミルクチョコの滑
らかな口当たりの中にカリカリした蜂蜜がほんのりアク
セントに。2種類の食感が同時に楽しめる、食べると最
高にハッピーにな
気持ちになるチョ
コです♪甘さ控え
めに仕上げたチョ
コレートなので、
甘すぎて喉が乾く
ことがないのも
good！

304100947

ビーネ ビーネ ハニークランチチョコ

お口の中で食感のパーティが始まりそうな
新感覚のチョコレートです！

928円（税込）

「一度食したら大ファンになってしまった」と多くのお客
様より支持を得てるラルゲタアーモンドが今年も入荷し
ました！スペイン・カタルーニャ地方の一部でしか生産
されない原木種のラルゲタ種は他のアーモンドより柔
らかく、指でクラッシュできるほどの軽い食感が特徴。天
然の海塩と油を一切使用せずローストのみにより仕上
げます。香ばしいさとナッツ本来のほのかな甘みは一度
食べると忘れられな
いほどの衝撃を与え
てくれます♪今年は
豊作のため例年より
は数量多く入荷して
おりますが、無くなり
次第終了となります
のでご了承下さい。

304100568

ラルゲタ種アーモンド（海塩）

鼻腔に残る香りとナッツ本来の甘みは
一度食したら大ファンになること間違い無し！

冬季限定商品マダガスカル

ショコラマダガスカル自慢の自家製非脱臭カカオバタ
ーを45%も使用した、本格派「ゴールド」ホワイトチョコ
レート。カカオバター由来の黄金色が、良質かつ個性の
ある油脂であることを証明しています。バニラなどの香
料も加えず、乳化剤も使用していません。非常にバラン
スのよい感動的な逸品に仕上が
っております。カカオバターが繊
細に香り、お酒などとのマリアー
ジュを楽しむことが出来ます。
※乳化剤不使用

ショコラ・マダガスカル
ホワイトゴールドチョコレート45％

口解け感に感動！
極めて綺麗なホワイトチョコレート

810円（税込）

304101427

こちらのチョコレートは
お酒を使用しています。

85g
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持っておいて損は無し！ 便利な雑貨です！

5,500円（税込）各2,500円（税込）

驚くべきコストパフォーマンスを実
現したハンドメイドグラス。薄くて軽
いのはもちろん洗浄機使用可能。素
材は全て高級グラスに使用されて
いるのと同じ（鉛を使用しない）カリ
クリスタル。このアデルシリーズは
2020年の新シリーズ。すぼまった
飲み口の形状により熟成された
ブーケを強調し、口中では滑らかな
舌触りを楽しむことができます。白、
赤用で揃えても可愛いですし片方
だけでも万能に対応してくれます！
【専用紙箱付き】

現品限り20％OFF！

素材；ステンレス

NEW！
使用時サイズ:
W100×H390mm
【コルク回収BOX設置中】

容量：360ml
クリスタリン製 サイズ直径約19cm

初回分電池2本付属
※スクリューキャップや口径の太い瓶等、
使用出来ないボトルがございます。

寸法：約φ93 × 145mm
容量：約700ml
重量：約260g
材質：18-8ステンレス銅

WINEX HTT
①アデル ホワイト  ②アデル レッド

優雅なエッグシェイプが特徴のシリーズ「アデル」

とにかく楽に保存しておきたい！"かぶせるだけ"で電動モーターが作動
しワインボトル内の酸素が自動で抜けて真空状態へ。ワインの酸化を抑
制、フレッシュさをキープします。酸素を抜いている最中はわずかな音と
ともにブルーのランプが点
灯。酸素が全て抜けるとグ
リーンのランプに切り替わり
ストップ、そのままストッパー
として使用できます。
※キャップシールはきれいに
カットしてください。ボトル
は立てたまま保存してくだ
さい。　　　

18,480円（税込） 1,760円（税込）

①3,960円（税込） 

②5,500円（税込）

③4,950円（税込）

①通常価格 3,850円→3,465円（税込） 

②通常価格 4,180円→3,762円（税込）

ステンレス製のデキャンタの内側表面に自動車部品製
造業で培われた研磨技術を活かし0.1ミクロンレベル
の凸凹が施され、スワリングによりミクロの気泡とうね
りが発生して空気が溶け込みワインの香りを際立たせ
る仕組みになっています。1～2杯のワインに最適のサ
イズでスワリ
ング の 回 数
や、研磨の目
の向きで加わ
る力が異なる
為右回し、左
回しによって
も味わいが変
化していくの
も 魅 力 的 で
す！

BIRDY デキャンタ

優しくスワリングするだけ！
手軽にできるNEWスタイルのデキャンタ

日本402003385 チェコ407001876

THE TOKYO CORKの新製品にボトルキャリーバッグが登場！再生素材のコンビネーションにこだ
わり、外側に質感の良い再生ポリエステル素材を貼り合わせています。ボディと紐でコントラストを
効かせたスタイリッシュなデザインは、1枚の素材で仕上げたミニマルな設計でコンパクトに収納で
きるのもポイント。水筒やマイボトルの持ち運びなどボトル類の持ち運びに幅広くお使いいただけ
ます。
【TOKYO CORK PROJECT】
不要になったコルク栓をゴミとせず回収し、新たな息吹を吹き込み、テーブルウェアのみならず内
装やスツールなど様々なプロダクトを生み出しています。あなたも循環のサイクルに入ってみませ
んか◎

ボトルキャリーバッグ
エコで手軽なワインバッグ、クールですね♪

日本

フランス

①ブラウン407001885 ②トープ407001886

ハンガリー①アデルホワイト 402003580
②アデルレッド 402003579

Pulltex
電動ワインセーバー

手間いらずでコンパクトな優秀ワインセーバー登場！

スペイン402003614

ファンの皆様お待たせ致しました！廃番になった大人気のソムリエナイフ、デュルックが復活
です！フック、ハンドル、スクリューやナイフの各パーツは厳選された材料を使用、計算された
絶妙なポジションに組み立てられてまさにコルクを抜くというシンプルかつ最重要部分をス
トレスフリーでお使いいただけます。スリムでポケットに入れても膨らまないので一日に何本
もワインの抜栓をするレストランのソムリエの方にも愛用者が多く、スクリューの長さが
55mmと長めになっているのでグランヴァンなどのコルクも安心です。つや消し塗装された
ブラックやスクリューが左利き用に
作られたレフティー専用もございま
す（※ナイフは右利き用です）   

①デュルックステンレス  ②デュルック ブラック
③デュルックステンレス 左利き用

大人気のソムリエナイフ、デュルックが待望の再入荷！
①402003209 ②402002433 ③402002560

通常価格 1,650円→各1,320円（税込）

カラーはブラック＆ホワイト。
お皿一面にチーズの名前が入ったポップなデザインと、
チーズの絵が入っている4パターンの楽しい柄です。オ
シャレなお皿はいつもの食卓のアクセントになります
ね。クラッカーやドライフルーツを一緒に盛り合わせて
も◎。使いやすいサイズです。

チーズプレート
使いやすいサイズのチーズプレート
407001756

グラスにかかれた「ホール」までいかに少ない回数で
水面に近づけるかを飲みながら競う大人の遊び心が
楽しいビアタンブラー。飲み物をスタートラインまで注
ぎ乾杯！残りの距離を確認しながら飲み進み、液面が
ホール内に入ればホールイン！ゴルフボールに見立て
たスワロフスキーもキラリと光るポイント。
※狙い過ぎの一気飲みにはご注意ください‼

ゴラス
ビアタンブラー  ジェントル

グラスでゴルフ⁉大人のタンブラー

① ② ③

①

① ②

②

HTTグラス10%OFFセール中
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スイーツと
マリアージュできる
甘口ワインはコチラ！

通常価格 3,080円→2,970円（税込）

2,750円（税込）

109305452

クーポン券・優待券対象外

シャトー・ヴィオレ・ラモット 2019

スイーツ以外も〇！
食中にも楽しみたいフレッシュ・ソーテルヌ！

109306053

フランス/チョコレート

ブライダ ブラケット・ダックイ DOCG 2020

甘く優しいマリアージュ！
赤の微発泡デザートワインとイチゴケーキ！

当店No.1バリュー・ソーテルヌ！2000
円代と侮るなかれ！このシャトーはソー
テルヌ地区のプレニャック村で生産さ
れている甘口ソーテルヌ。2019年とフ
レッシュで、バターのような重みはな
く、さらっと軽い酸と爽やかに楽しめる
ため食中にもオススメ。元は調理用や、
お値打ち食後酒として入荷していたお
酒ですが、試飲会でその価格に驚き即
発注！王道にクレーム・ブリュレ、バスク
風チーズケーキ、ブルーチーズを使用
したスイーツ、お料理と合わせるも良
し。またソテーした魚に塩、ディルなど
の香草を使用したお料理ともいいので
は!?お昼から楽しみたい爽やかなソー
テルヌです！

イタリア通の方なら知らない人はいな
い超優良生産者ブライダ・ジャコモ・ボ
ローニャ。アックイはローマ時代からワ
イン生産の地としての歴史を持ち温泉
地でもあります。生産量が少なく地元で
の流通にとどまっており知名度は低い
ですが、DOCGに認定された赤の発泡
はブラケット・ダックイだけ。熟れた赤い
果実やブルガリアンローズを思わせ鮮
明でアロマティック。イチゴやベリーの
ケーキ！ドライフルーツやクルミ、ヘーゼ
ルナッツ、ピスタチオ、イチジクなどを添
えて。ソフトで繊細な味わいの赤の微発
泡デザートワインに癒されます。アル
コール度数：5.5％

イタリア/赤

4,400円（税込）

109306809

マサベウ・ボデガス 
バルベラン 20 マンサナス 2017

アイスシードルのパイオニア！甘美で上品な味わい！

「バルベラン」とは彼らの畑区分名から、375mℓのアイ
スシードルに約20個分のリンゴを使用する為「20」、ス
ペイン語でリンゴを意味する「マンサナス」を合わせた名
称。こちらはリンゴを絞り、ジュース状にしたものを凍ら
せて旨味や糖分を凝縮させたもの。香りはドライフルー
ツや桃の様な高い糖度の甘いアロ
マ、ほのかにオレンジピールのような
柑橘系の爽やかさと甘苦さのニュア
ンス。口当たりは滑らかでハチミツを
思わせるしっとりとした甘みが広が
り、味わいはリンゴの酸味と甘味の絶
妙なバランスが楽しめる。余韻が長
く、優しい酸味がアクセントとなりリン
ゴのジューシー感を思わせる。フレッ
シュでありながらコクのあるアイス
シードル。

4,180円（税込）

109301902

689セラーズ　
キラー・ドロップ レッド・ブレンド 2018

キラー・ドロップ=最高の瞬間！
ガトーショコラに、濃厚なカリフォルニアワインを！

ナパやソノマの銘醸ワインを専門に扱う
マーケティングエージェントとして長年経
験を重ねてきたプルミエ・ワイン・グルー
プがカリフォルニアきっての醸造家ケン
ト・ラスムセン氏と設立したジョイントベ
ンチャー。「6」は幸福、「8」は豊かさ、「9」
は長寿を意味します。キラードロップとは
サーフィンで大波の一番上から下に向け
て滑り落ちる時の高揚感のある”最高の
瞬間”丸みを帯びたふくよかな果実味と、
ブレンドによってもたらされる複雑な味
わい。糖分控えめのガトーショコラにピッ
タリな濃厚カリフォルニアワイン。刺激的
で優しさ溢れる名前もプレゼントに適し
ています！

アメリカ/赤

8,250円（税込）

109302731

カルヴァドス ポム・ド・イヴ
ドメーヌ・ド・コッケル

瓶の中のリンゴはノルマンディの神秘！
チョコレートのお供やアップルパイのフランベに！

カルヴァドス ポム・ド・イヴはリンゴの果実がまだ小さ
いうちに瓶をくくりつけ、収穫、上質なカルヴァドスを
注いで熟成をします。
ノルマンディの神秘ともいえるこのお酒はどうやって
つくるの？と聞かれることが多いです。
コッケル社のポム・ド・イヴは小さなオーク樽で2年熟
成されたカルヴァドスを2回に分けて注ぎ作られます。
これにより甘く華やかさが加わりマイルドでフルー
ティーな味わいの
カルヴァドスに仕上
がります。
少々贅沢ですが、ア
イスクリームを乗せ
たアップルパイをフ
ラン ベ する の に
使ってみるといい
香りです！

ニュージーランド/甘口フランス/ソーテルヌ

通常価格 12,394円→10,000円（税込）

プロフェッツ・ロックは自身が修業したブルゴーニュの名
門「ヴォギュエ」の元醸造長フランソワ・ミエ氏がオフ・シー
ズンに赴き、自ら醸造したコラボワイン。セントラル・オタ
ゴの高い標高に位置する急斜面のホ自社畑の中の僅か
0.5haの区画のピノ・グリを
使用。
ドライレーズンをボルドー産
の最高級貴腐ワイン・ソーテ
ルヌに数日間漬け、純チョコ
レートをコーティングしたレ
ザン・ドレとの組み合わせは
最高のマリアージュを演出
してくれる事間違いなし！他
では見かける事のできない
ワンランク上のギフトにい
かがでしょうか。

109306804

プロフェッツ・ロック ヴァン・ド・パイユ＆
レザン・ドレ・オ・ソーテルヌ・95g セット

ヴァン・ド・パイユとレザンドレは極上の組み合わせ！

限定3本

スペイン/シードル

フレッシュ・バリュー・ソーテルヌ！

4,070円（税込）

109306835

ポール・クルーバー
レイト・ハーベスト・リースリング 2020

これは止まらない…！3年ぶりのリリースとなった、
南アフリカ最高の生産者が造る希少な甘口ワイン！

南アフリカの高級産地、エルギンのトッ
プ生産者であり、この地区をブランドと
して確立させたのがこのポール・ク
ルーバー！徹底した質にこだわるワイ
ン造りをモットーに全てを手作業から
生まれる高水準のワインで人気を博し
ます。特にこのキュヴェは、条件が揃っ
た時にしか生産されない希少な甘口。
今か今かと待ち続け、3年ぶりのリリー
スとなりました！マンゴーやドライパイ
ナップルのようなギュッと凝縮した甘み
に、ほのかなローストアーモンドのよう
な芳ばしさ、優しい旨味を伴った酸が
しっかりと全体を支えている為、際限な
くグラスに注ぎたくなるほど美味いで
す！オランジェットや、フルーツタルトな
どと合わせて楽しめる一本。

南アフリカ/白

8,250円（税込）

109306233

ドメーヌ ・ マルク ・ テンペ
ゲヴュルツトラミネール 
シュナンブール 2018

贅沢の極み！これで乙女心をわしづかみ！
テンペのGCゲヴェルツ×憧れのフルーツタルト！

言わずと知れたアルザス・ビオディナミ
の巨匠ドメーヌ・マルク・テンペ。シュナ
ンブール【教会の山】と名付けられたそ
の地区は1992年、アルザス・グラン・ク
リュに認定されました。栄養豊富な土
壌で健康に熟した収穫に恵まれた
2018年。しっかりとボリュームがあり、
ライチや洋梨の華やかさにミントが香
るような上品さ、蜂蜜のようなほんのり
とした優しい甘味を持ったこのワイン
には…桃やマンゴー、柿やシトラスが
たっぷり乗ってさらにバニラが香るカ
スタードクリームが詰まったフルーツタ
ルトと。大事にちょっとずつ味わいたい
です！想像するだけで贅沢で至福の時
間が流れますよね♪

フランス/白 ハンガリー/白

フランス/カルヴァドス

2,530円（税込）

109305988

パトリシウス トカイ レイト・ハーヴェスト
カティンカ 2017

ハンガリーの品種を遅積みワイン、これも美味しい♪

ワイナリーとしての設立は2000年です
が、オーナーのキケシー家は古くからト
カイ地方で有名な畑を所有し、ワイン生
産者としても既に19世紀には公文書で
その存在が知られていました。現在は85
ヘクタールを所有。各畑のテロワールを
尊重し、低収量により高品質なワインを
造り出しています。トカイワインはルイ14
世、ナポレオン3世、ベートーヴェンや
シューベルトにも愛飲された逸品。世界
三大貴腐ワインの一つに数えられるが、
これは貴腐ではなく、遅積みして造られ
た甘口ワイン。火山性の凝灰土に覆われ
たレス土壌のフルミントをステンレスタ
ンクで発酵、45％はオーク樽で4ヶ月熟
成（新樽比率50%、220L、ハンガリアン
オーク）させ、55%はステンレスタンクで
熟成。優しい甘さはショートケーキとの
相性抜群です！


