WINE MARKETPARTYは、皆様の「ワインライフ」を応援します。
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今年のGWはどっぷりワインにハマってみませんか？
WINE MARKETPARTY ネットショップ
※ネットショップでもご購入いただけます
（一部対象外あり）
※メールマガジンのご登録はコチラから
PARTY 恵比寿

Instagram

最新情報はこちら

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

検索

ワイン12本もしくは、11,000円（税込）以上お買い上げの場合（お届け先1箇所につき）送料無料
クール便の場合は、別途￥330（税込）頂戴致します ＊有効期限：4/27（火）〜5/30（日）
まで

送料無料
109302628

フランス/白

希少な熟成ソーヴィニョン・ブラン!

304100996

ラドゥセット バロン・ド・エル 2009

1787年創業。先祖代々続くロワール地方プイィ・フュメを代表するトップ生産
者であり、
この地方最大の生産者。
プイィ・フュメの半分以上を所有するラドゥ
セット家が1973年に「フランスのトップクラスの白ワインの仲間入り」を狙い
リリースされたのがこのバロン・ドゥ・エルなのです。樽を一切使わないにもか
かわらず。高い透明感をもとに、様々な変化を楽しめるロワールきっての銘酒
です。
ぜひお見逃しなく！

21,780円（税込）

イタリア/赤

古典派バローロの最高峰！
希少なジャコモ・コンテルノのバックヴィンテージ！

ジャコモ・コンテルノ バローロ・カッシーナ・
フランチャ ①2008 ②2009

限定

2

各

本

「伝等派バローロの巨匠」や「極め付きの伝統主義者」と評される
ジョバンニ・コンテルノ氏が牽引してきたバローロの偉大な造り
手が「ジャコモ・コンテルノ」。
イタリアワインに関わる者、皆が敬意
を払わざるをえない存在とまで言われています。
「カッシーナ・フラ
ンチャ」は1974年に購入した畑。最も厳格で長期熟成能力の高
いバローロを生むセッラルンガ・ダルバ村のテロワールを見事に
表現した偉大なワインの1つであることは間違いありません。濃厚
な旨味、そして想像を絶するような驚異的なミネラル、そして深
み。
どこまでも広がる味わいのスケール感は本当に一部のバロー
ロにしかない物！本当に感動させられる偉大なワイン。飲み頃の
商品がなかなか市場には出てこない為、今回の入荷は即完売が
予想されます。
気になる方はお早めに。
①②
109304323

49,500円（税込）

アメリカ/赤

伝説のワイナリー、
リザーヴの蔵出しが限定入荷！

クロ・デュ・ヴァル カベルネ・ソーヴィニヨン
ナパ・ヴァレー リザーヴ 1999
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。1999年は長
く冷涼な生育期で、ハングタイムが長い偉大なヴィンテージ。葡萄は多くのフ
レーバーを得て、長期熟成に向くワインが出来ました。深みがあり豊かで余韻
が長く続く素晴らしいワインです。蔵元熟成のクロ・デュ・ヴァルが出てくるの
は非常に稀なので、是非お早目に！
数量限定！ 通常価格 38,500円→

35,200円（税込）

F＆B サントモール ド トゥーレーヌ
AOP 250ｇ

美しい田園風景と童話の世界ような美
しいお城の景観が楽しめるロワール川
河流で作られる山羊ミルクのチーズ
「サントモール・ド・トゥーレーヌ」。表面
に炭の粉がまぶされ（食用炭）中心に
麦わらが一本通してあるのが特徴で
す。有名熟成士が手入れをしたような
トロリととろけるサントモールは星付きレストランやチーズ専門店以外で
は滅多に購入できない極上品です。
トロリと溶けた真っ白な生地はコク
深く爽やかな後味が印象的です。舌の上でゆっくりと溶けて口の中に広
がる旨味とほのかな酸味を残したままぜひロワール産のワインを一口
含んでみてください！旅行でみた・テレビや本でみたロワール川河流の
あの美しい景観が目の前に広がること間違いなし！同ページのフランス
産ワインは相性抜群です！
通常価格 3,880円→

1

3,200円（税込）

チーズを守るための青かびが表皮に付着しております。衛生上問題はありません。熟成
度合は個体差がありますので、気になる方はご購入前にスタッフにお声かけ下さい。
①402002745 ②402002004 ③402002727

オーストリア

10%OFF

RIDELグラス10％OFF！値上がりましたが続けます！

RIEDELグラス
デキャンタ含む全シリーズ10％OFF！
①ヴェリタスＮＷドピノノワール
②ヴィノムカベルネ
（ボルドー）③デキャンタアップル

3月より値上がりしました、
リーデルグラスですが当店では引き続き1割
引きSALEを開催中です！ナンバーワン人気のVINUMシリーズ、
マシンメ
イドとは思えない繊細なVERITASシリーズ、
シーンを選ばないステムレ
スのO(オー)シリーズ、その他ハードリカー系、
デキャンタ類など・・当店
でお取り扱い中の全ラインナップ10％OFFにてお買い求めいただけま
す！当店ソムリエがこぞってお勧めするヴェリタスのニューワールドピノノ
ワールグラス、
シリーズ販売数1位の
ヴィノムボルドーグラスはまずは手に
①
③
いれたいアイテムですね。

4,950円
②通常価格 4,950円→ 4,455円
③通常価格 7,150円→ 6,435円
①通常価格 5,500円→

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

冷蔵品

このトロリ感！写真をみて美味しそうと思った方！
ぜひこの機会お見逃しなく！

熟成プイィ・フュメを心ゆくまで楽しみたい…あのバロン・ド・エル

①109304346 ②109304347

フランス

4/27（火）〜5/30（日）まで ＊5/31（月）は棚卸しの為、休業させていただきます。

●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。

※全て税込価格です。

②

季節商品のご案内♪
109302256 フランス

限定120本 実質ハズレなしスパークリング福袋♪

ヴランケン・ポメリーが完全協力！あのシャンパーニュ・ポメリーが当たるかも!
GWに大人気企画を決行します！お早めにご検討下さい!!

限定120本!ハズレ無し!?お楽しみスパークリング福袋！

去年の夏にはじめて行い、毎回一週間も経たずして売り切れてしまうポメリー・シャンパーニュ福袋！5/60の確
率でシャンパーニュが当たる
（あの2008年ミレジム含む！）
とのこともあり、常連のお客様を初め、大変ご好評
を頂いております。前回は早く売り切れてしまったため今回は60×2セットご用意！10/120の確率でシャン
パーニュが当たります…!しかもすべて安心のヴランケン・ポメリーさんのスパークリング・ワインで、2,000円以
上が小売希望価格なので実質ハズレなしの福袋となっております！中には最近注目を浴びているルイ・ポメ
リー・カリフォルニアも4本入っています♪スパークリングがおいしい季節ですのでお気軽に挑戦してみてはい
かがでしょうか♪

2,200円（税込）

109304656 フランス/赤

109304301 イタリア/白

貴重なバックヴィンテージが数量限定入荷！
しかもスペシャルプライスでご案内！

圧倒的なゴージャス感と艶やかさ！
ブラックなエチケッ
トがクールなプラネタトップキュヴェがお目見え！

神の雫9巻に登場したり、専門家のブラインド・テイスティング
において、最後までシャトー・ペトリュスと張り合ったことが話
題となり、一躍人気物となったシンデレラワイン！比較的マイ
ナーなワイン産地であったコート・ド・カスティヨンをコスパ抜
群のワインの宝庫として有名にした功労者。
また、有機栽培を
実践し、自然派ボルドーのパイオニアでもあります。2011年
は、
メルロー100%、新樽60%（残りは1年使用樽）。
プラム、
カ
シス、
ブラックチェリーなど果実味に溢れ、濃厚な味わいが口
の中いっぱいに広がります。熟成感が出始め、やっと飲み頃を
迎えています。飲む際のBGMはソウルフルなジャズで決まり！

このディダクスは、
プラネタ家が一番最初に植えた1985年のシャルドネのうち、厳選に厳選を重
ねたブドウのみを使用、酵母、樽、全てをこだわり抜いて造られた スーパーシャルドネ です。創設
者ディエゴ・プラネタ氏に捧げられ、ディエゴ氏の父ヴィト・プラネタ氏が、
イタズラが過ぎ、悪さを
するディエゴ氏を怒る時に「ディダクス」と呼んでおり、実際にはディエゴ氏自身のお気に入りの名
前でした。輝かしい黄金色、パイナップル、柑橘類、
ヴァニラ、ハチミツが混ざるような複雑な香り。
広がりのある果実味を感じさせ、包み込むような味わい。酸もしっかりとしてフレッシュ。国際的な
スタイルでありながら、
しっかりとシチリアの個性を備えた偉大なワイン。全房を圧搾しますが、果
汁の中心部の最良の部分50％だけ使用。バリックで9日間樽で発酵させ、10ヶ月間フレンチオー
クで熟成（新樽80％）、3分の2はマロラクティック発酵も行います。その後瓶内で12ヶ月間熟成。
シチリアのアイデンティティを持つ、
イタリア最高級のシャルドネとも呼び声の高い逸品です。

プピーユ 2011

数量限定

通常価格 5,170円→

109304409 アメリカ/白

プラネタ ディダクス・シャルドネ 2016

4,620円（税込）

17,050円（税込）

限定12セット

109304374

お得な価格でカリフォルニアの高品質白ワインをお楽しみください！

カリフォルニア春のお得なセット
【白ワイン2本】
今回は初の試み。カリフォルニア白ワインのセットを組みまし
た。芳醇な果実味を持ちつつ、
フレッシュな酸も兼ね備えている
他の国には出すことのできないキャラクターを持ったトゥーミー
のソーヴィニヨン・ブランと、現在世界中で注目されている産地
ソノマ・コーストのシャルドネ、
キャノンボール。2つのワインを参
考希望小売価格で足すと10,560円（税込み）なのですが、少し
頑張って7,700円（税込み）
という縁起の良い数字にしました！
数量限定のセットですので、是非お早めに！！
通常価格 10,560円→

オーストラリア/赤

プレゼント用ワインにぴったり！
お花の代わりになるエレガントなピノ・ノワール！

カーリー・フラット ウィリアムズ・クロッシング・ピノ・ノワール 2015

ピノ・ノワールに魅されたフィリップ・モラハンがオーストラリアの冷涼地を
調べ、1991年に興したブティックワイナリー。バイオダイナミック農法を取
り入れ繊細さと複雑さを供えた純度の高いワインを造る。2015年はほぼ
理想的といえる天候に恵まれ、全房醗酵で造られるピノ・ノワールは、
ラズ
ベリー、
ブラックベリーに乾燥ハーブやスモーキーなベーコンの香りが混
じり、深みのあるエレガントさ。純粋な酸と果実味にしなやかなタンニンと
控えめなオーク。余韻はほのかにスパイシー。

7,700円（税込）

通常価格 5,478円→

109304405 日本/泡

5,000円（税込）

304007878 フランス/ロゼ

デラウェアの魅力を感じるスパークリング！

まるでお花畑にいるような華やかな香りです！

山梨県内の契約農家さんが栽培した良質に成熟したデラウェア種のみを
原料として醸造。出来立ての原酒を一旦磨き、瓶内二次発酵で造られます。
甘く芳醇なデラウェアの香り、味わいは香りの印象とは裏腹に、やや辛口
かつシャープな酸がスパークリングの爽やかさを引き立てます。
アフターは瓶内二次発酵ゆえの旨味と爽やかさが持続し、心地良さを感じ
ます。

甘味料や人口着色料、保存料は一切使わず、
リンゴそのものの甘みが優し
いル・ポルミエのロゼです。
オーガニックの果樹園のリンゴを8種類ブレンドし、エルダーフラワーやハ
イビスカスで香りをつけています。
グラスから香る香りはまるで少女のころに花を摘んだお花畑のようです！
お子様のバースデーやお酒の飲めない方のいるパーティーなどにおすすめ
です。

フジクレール
スパークリング・デラウェア

ル・ポルミエ ペピネル

2,585円（税込）

304100994

日本/北海道 冷蔵品

数量限定

1,468円（税込）
①フクロウ 47001861 ②キャット 407001860 ③ダックスフンド 407001623

「母の日」
のプレゼントに♪見て癒され、食べて癒され、
幸せ気分いっぱいのデザートチーズ♪

初入荷の可愛いアニマル型はおうちの雰囲気も変えてくれそう♪

キサラファーム デザートチーズ Dahlia（ダリア）

キサラファームの女性職人が手掛けた可愛らしいデザートチーズ♪チーズの表面には細かく刻んだ
苺とマンゴーのドライフルーツがぎっしりちりばめられたフレッシュタイプのチーズ（酸凝固タイプ）製
造過程でホエイジャム（自家製）を入れるので、口当
たりが軽くレアチーズを食べてるような感覚で食べ
れます。製造してすぐはレアチーズのようですが、賞
味期限が近づいてくると酸凝固チーズ特有の発酵
香とずっしりとした重みがある濃厚な味わいが楽し
めます。つまりどのタイミングで食べても美味しいん
です♪パッケージも可愛らしくしてくださっているの
で、そのままプレゼントに出来きます！数量限定販売
となりますので、無くなり次第終了となります。
通常価格 1,296円→
円（税込）

1,080

2

数量限定初入荷！

TRUE ブリキ製コルクホルダー各種
お部屋にレトロな雰囲気を取り入れてみては
いかがでしょうか？味のあるブリキ製のコルク
ホルダー、
ここ数年当店の人気雑貨にランクイ
ン！飲んだ後のコルクを入れてインテリアとし
てお楽しみください♪ようやく今季分が揃い
ました！ニューカマーのフクロウ、
おすわりネコ
ちゃんなどアニマルグッズ好きにはたまりませ
ん！プレゼントでもらっても嬉しいサイズ感で
す。入荷数には限りがあるので、気になる方は
お早目に〜。
コルク収納数目安：
フクロウ80個／キャット50個／ダックスフンド30個

4,400円（税込）

各

数量限定のお得な商品をご紹介！
109304361 フランス/赤

人気シャトーひしめくサンジュリアン!しかもカベルネ主体!

限定24本!ラグランジュから独立！良年2015年のACサンジュリアン!

シャトー・ラランド 2015

綺羅星のような人気シャトーがひしめくACサンジュリアン。その
中でも高い人気のあるあのシャトー・ラグランジュが昔所有して
いた畑でワインを作っているのがこのシャトー・ラランドです。ほ
かにもサン・ジュリアン村にシャトーを持つメフル家が所有し。減
農薬栽培でブドウを生産するなど丁寧なワインつくりには定評が
あります。
カベルネ・ソーヴィニョン55％メルロー45％の構成で、
華やかでいながら味わい深く、
カシスや黒系果実が柔らかく溶け
込んでいます。お肉とももちろん◎!値上がりが続くボルドー、
し
かもサンジュリアン村の良心的な価格が嬉しい！限定24本!
限定24本

通常価格 4,620円→

109303732 イタリア/赤

109304352 フランス/泡白

特級アンボネイ村のテロワールを存分に表現する造り手アンリ・ビリオ！

アンリ・ビリオ グラン・クリュ
アンボネイ キュヴェ・トラディション・ブリュット N.V
アイ村と並び、優れたピノ・ノワール産地の特級アンボネイ村に本拠地を
置き、あのワイン漫画「神の雫」にも取り上げられた生産者アンリ・ビリオ。
昔からの顧客を大事にしており、
イギリスへの輸出が7割を占めている中、
日本で目にするのは非常に珍しい知る人ぞ知る造り手です。
リザーヴワイ
ンを50%と非常に多く使用し、熟成を重ねるとあのブルゴーニュの銘醸地
ムルソーをも引き合いに出されるほどの酒質の高さが飲み手を魅了しま
す！お値段以上の味わいをぜひお楽しみください！

4,235円（税込）

通常価格 7,150円→

父の日のプレゼントに

日本を代表するトップソムリエも大絶賛するシャルドネ！

ディストリクト7
シャルドネ モントレー・カウンティ 2017

フレスコバルディ ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ
カステル・ジョコンド 2015

秀逸なシャルドネが生まれる注目産地モントレーの大農園主シャイド・
ファミリーが手掛けるディストリクト7。GPSによる地勢や土壌のタイプ
ごとのデータ化を図るなど、最新技術を導入したブドウ生育が可能な
ため、良い意味で価格に見合わない高品質なワインを生産します。
ト
ロピカルフルーツのような芳醇なアロマと味わいが、硬質的な口当た
りと秀逸な酸で支えられた、素晴らしいバランスのシャルドネ。
ワイン
が好きな方ほど驚く高品質な味わいです。飲み飽きせず一本開いてし
まう、
カリフォルニア・シャルドネは珍しい！日本を代表するトップソムリ
エも「この価格で、
この味わいは凄い！」と絶賛したワインです。

「カステルジョコンド」はモンタルチーノの地でもっとも古くからブドウが栽培されて
いた歴史ある畑。1989年にフレスコバルディ社がこの地を購入し、質の高いサン
ジョベーゼを生み出したことで、
カステルジョコンドの名声は揺るぎないものになり
ました。
ブラックベリーの香りがスミレを思わせる花と共に優雅に広がりタバコやレ
ザーのようなスパイシーさも感じます。スラヴォニア産オーク樽及びフレンチオーク
樽にて収穫の年〜5年目の1月1日まで熟成。圧倒的な構成の素晴らしさ、
ブルネッ
ロの偉大な特徴がいかんなく表現されており、侯爵の名に恥じないトスカーナの名
門中の名門が世に送り出す究極のブルネッロ。威厳がありますが、年を重ねるほど
に穏やかな優しい表情をみせてくれます。父の日のプレゼントにいかがでしょうか？

109300073

8,800円（税込）

通常価格 2,630円→

南アフリカ/白 期間限定価格！

109200765

試飲会でキラリと光ったソーヴィニヨン・ブラン！

コンスタンシア・グレン ソーヴィニヨン・ブラン 2019
南アフリカで最初にブドウ栽培が始まった（1685年）
コンスタンシア地区。
「グレン」とは「谷」を意味します。大西洋に囲まれ冷涼で、比較的降水量も
多い。同地区のボルドー品種を使った優等生的な生産者です。
このワイン
に使われるブドウは、ベストなブロックのものを使用。早朝の涼しい時間
に収穫。
ブドウはプレス後ステンレスタンクで発酵、5ヵ月熟成。2％セミヨ
ンをブレンドしすることで、
シャープな酸を抑え、少しまろやかにしていま
す。前回のヴィンテージは試飲会で見つけて即オーダーをしましたが、輸
入元ではすぐに売り切れてしまいました。待ちに待ったワインです。是非お
早めに！！
通常価格 2,860円→
109304410

2,420円（税込）

1844年にイギリスから移住したクリストファー・ローソン・ペンフォールズ
博士がアデレード郊外のマークギルに診療所を設立したのが始まり！当時
は酒精強化ワインを医療用にと造っていましたが、49年に伝説のワイン
メーカー「マックス・シューバート」が就任し、
グランジを産み出した事によ
り世界中に知られる様になりました。
このワインはシラーズとカベルネ。世
界でもオーストラリア唯一のスペシャルブレンド！樽の風味と果実のバラン
スが素晴らしい！
通常価格 2,208円→
円（税込）

バード・イン・ハンド シャルドネ 2019

1997年に創業された家族経営ワイナリー。冷涼なアデレードヒルズでも
標高450mに位置する畑はワイン造りを行う上で、理想的な条件。創業か
ら20年足らずで国際的にも評価されています。醸造長はオーストラリアで
2人目のマスターオブワインのキム・ミルン。全房発酵でフレンチオークの
小樽で熟成されたワインは白桃、
アプリコット、
グレープフルーツの香り。
ヘーゼルナッツやヌガーのニュアンスも感じさせる。味わいは酸味と控え
めにオークの影響を受けたフレーバーとの複雑さが完璧なまでにバラン
スです。

3,000円（税込）

初入荷商品のためお試し価格

日本初上陸！可愛らしい見た目と本格的なチーズの味がワインラバーを虜に♪

①ゴーフレット コンテ&黒胡椒 ②ゴーフレット マロワル

日本初上陸のフランス産のワッフルタイプのミニクラッカー♪サクサクの生地に本格的なチーズの味が
しっかりついてるので、おやつ・おつまみなど色々なシーンで楽しみことができる優れものです！今回は2
種類のお味のご紹介。
「①コンテ＆黒胡椒」旨味たっぷりでナッティな味が特徴のコンテチーズのフレー
バーと黒胡椒のピリッと感が食べだすととまらなくなる美味しさです。
「②マロワル」フランス北部ティエ
ラッシュ地方を代表するウオッシュチーズ
のマロワールの香ばしく、少しスモーキー
な香りをワッフル生地のフレーバーとして
使用しているので、チーズを食べてるよう
な気分で楽しめます。今回限りお試し価格
でご紹介いたしますので、ぜひこの機会に
おためしください。
通常価格 各756円→ 各
円（税込）

648

オーストラリア/赤

ペンフォールズ
クヌンガ・ヒル・シラーズ・カベルネ 2017

マスター・オブ・ワインが手掛ける豪州の最新シャルドネ！

①304101019 ②304101017 フランス

2,420円（税込）

大人気だったクヌンガのシラーズ＆カベルネの
エレガントなヴィンテージが再登場！

オーストラリア/白

通常価格 3,520円→

6,490円（税込）

109304242 アメリカ/白 おすすめのシャルドネ！

名家フレスコバルディ所有の
「カステル・ジョコンド」
のブルネッロ！
優良年2015年が特別価格です！

通常価格 9,900円→

あの特級アンボネイがこの価格！？

1,500

109109201 チリ/泡

暖かい時期に嬉しいキリっと酸味のスパークリングです

エチェヴェリア
ニーニャ ブリュット ブラン・ド・ブラン N.V

良いワインは良いブドウからのみ生まれるという信念から、畑仕事に注力
し、健全なブドウから生まれる自然の恵みが詰まったワイン造りを目指す
当店でもリピート率の高いチリワインの一つエチェヴェリアのスパークリン
グを新入荷いたしました。淡い緑がかった色味に勢いのある泡立ち。新鮮
なリンゴや梨の様な香りとキリリとした酸が爽快です。エチケットがキュー
トなので、
ちょっとしたお手土産にもおすすめです。

1,760円（税込）
501000573

コンパクトサイズで２温度帯の使い勝手が良いワインセラー

フォルスター ホームセラーFJH-55GD
アーモンドホワイト18本入り2温度帯
幅34.5cmのコンパクトサイズながら上下で温度を変え
られる2温度帯。暑くなるこれからは上段をスパークリン
グや白ワインの飲み頃温度に設定、下段は貯蔵温度で保
管などお好みにより使用できます。扉部分のカラー塗装
がキッチンやお部屋のちょっとしたスペースの空間に優
しく馴染みます。
ボディー部分はブラックになります。
幅345×奥行480×高さ830mm
カラーはこの他にブラック、
ワインレッドもございます

通常価格 60,258円→

48,950円（税込）
3

今月のおすすめワイン「ワインバイヤーお薦めの「新着」
「 推し」
ワインはコチラ！」
フランス/シャンパーニュ

109101027

美しいギフトボックスはプレゼントにもピッタリ！

109304542 フランス/白

あのペリエ・ジュエのスタンダード・キュヴェが
美しいギフト箱にてニューアル！

ブルゴーニュ・イチオシ生産者!サン・トーバンに本拠地を置くジル・ブートンが素晴らしい!

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。
スタンダード・キュヴェであるグラン・ブリュット
から、サスティナブルを実現した100％再生可能なエコロジカル・ボッ
クスが届きました。
ブドウ畑の白亜の地層のイメージした見た目は、
シ
ンプルながらも美しく高級感を漂わせ、
ギフトにもピッタリな一本！世界
中が愛してやまないペリエ・ジュエ、
ぜひ大切な人
円（税込）
とお楽しみください。

暑くなってきたこの季節にぜひとも楽しみたいブルゴーニュがこのジル・ブートン!
本拠地は現地フランスでも高い評価を得るサン・トーバン村!同村の中でも素晴ら
しいロケーションの畑をいくつか所有しており、一級畑アン・レミリーはピュリニー
村の特級畑ル・モンラッシェとほど近く、最高のロケーションを誇っています。石灰
由来のミネラル、綺麗な酸味も感じながらも美しい果実味が素晴らしい2018ヴィ
ンテージ。可愛らしい花のラベルも可愛らしく、
プレゼントにもおすすめのトップ生
産者です！
円（税込）

ジル・ブートン
サン・トーバン1ER・CRU アン・レミリー 2018

ペリエ・ジュエ
グラン・ブリュット エコロジカル・ボックス N.V

7,920

109303296 フランス/白

6,380

辛口ワインといえばミュスカデ!この爽やかさはクセになります！

109303859 フランス/赤

暖かくなってきたこの季節に飲みたい辛口ミュスカデ!

ルー・デュモン
ブルゴーニュ･パストゥグラン キュヴェ・タガミ 2018

いわゆる辛口ワインの代名詞といわれているミュスカデ!レモンを絞ったような酸
のある果実味と、
ドライでありながら、
ミネラルと新鮮さを感じる唯一無二のワイ
ン!ペミオンのミュスカデは当店でも高い人気を誇っていたロワール看板銘柄!思
わず"この可愛らしいボトル、懐かしい!"とスタッフ間でも話題になりました。和食
や生牡蠣との相性は特筆もの!野外でも楽しみたい最高の辛口デイリーワイン！

ブルゴーニュ地方にてワイン造りを行う仲田晃司氏が、日本の焼き鳥にぴったり合うワイ
ンとして造ったのがこのワイン。
「ブルゴーニュ全てのブドウから」という意味を持つパス・
トゥ・グランは、同じ区画のピノ・ノワールとガメイをブレンドして造られます。一見、格下に
見られがちなこのブレンドですが、仲田さんはニュイ・サン・ジョルジュ村内の高樹齢のブ
ドウを使い、ピノを8割で仕込むとんでもないこだわり。2018年の旨味がたっぷりと乗っ
た凝縮パストゥグラン、ぜひ今夜のお供にいかがですか？

2,310円（税込）
109304233 フランス/赤

3,300円（税込）

109303517 イタリア/泡赤

本数限定特別価格！！

初入荷！新感覚！濃密ランブルスコ！

王道ピノ・ノワールはこれで決まり！
ヴォーヌ・ロマネ村のバック・ヴィンテージ2017年！

チェーチ
オテッロ・ネロ・ディ・ランブルスコ1813

ミッシェル・グロ ブルゴーニュ・コート・ドール 2017

名門グロ一族は1830年ニュイ・サン・ジョルジュ村近くショー村のアルフォンス・グロ氏によっ
て設立されたことに始まります。1963年、
ドメーヌの礎を築いた4代目、ルイ・グロの引退時に
4人の子供が2組に別れ、グロ家の畑は2つのドメーヌに分割されました。その中でも王道、正
統派のワインを造り、最も評価の高いのがミッシェル・グロ！ヴォーヌ・ロマネ村のブドウを使
用しており、大通りの東側の平地にある区画。通常より1年古いバック・ヴィンテージ2017年
が特別入荷。抜栓したてから紫と赤系果実が華やかに香ります！店長、バイヤーもお墨付きの
味わい！ブルゴーニュ好きは是非！
通常価格 4,290円→

パルマ近郊にあるその地方で最高のトリッパが食べられるトラットリアに生まれた
オテッロ・チェーチ。
トラットリア閉店後、チェーチ一家は本格的にランブルスコ造り
を開始。現在は、オテッロの孫たち3代目がランブルスコ造りを引き継いでいます。
深い紫がかったヴァイオレットのハイライト。
ムスクのタッチを伴う赤いベリー、チェ
リー、
ライラックの香り。
スムーズでヴェルヴェットのような飲み心地のよさ。
マルティ
ノッティ
（シャルマ）方式。パルミジャーノやパルマの生ハムにこの濃密なランブルス
コがあれば、幸福感が溢れるはずです。 通常価格 3,520円→
円（税込）

2,860

3,960円（税込）

109304049 イタリア/泡ロゼ

109303855 イタリア/白

数量限定☆特別ラベル！ピエモンテ白のDOCGガヴィ！

2020年8月に認可され、
プロセッコDOCにロゼが誕生！

ヴィッラ・スパリーナ
ガヴィ DOCG デル･コムーネ･ディ･ガヴィ
リミテッド・エディション 2019

ヴィニコラ・セレナ
セレナ・プロセッコ ロゼ DOC 2019

街角のバールでグラスで楽しむ姿がよく見られる、本場でも人気の発泡ワイン「プ
ロセッコ」。そんなプロセッコに2020年8月に認可が下りプロセッコDOCロゼが
誕生しました！認可品種はグレーラとピノ・ノワール。
シャルマ方式で最低60日間、
タンク内で2次発酵が義務付けられています。白い花やイチゴなどのフルーティー
なアロマ。
ミネラル感とフレッシュな果実味が口中に広がります。2021年1月より
市場に流通。DOCプロセッコは特に、
イギリスやアメリカで人気が高く、各国スー
パーマーケットでは既に販売を開始しています。

歴史、芸術、価値観、そして独特の食文化を誇るイタリア。そんなイタリアの国旗を堂々と身
にまとった限定版ガヴィ！ヴィッラ・スパリーナ社はガヴィ・ワインの優れた生産者としてトッ
プ・クラスの座を揺るぎ無いものとしています。畑のブドウは房の下部3分の1が切り落と
されており、台形を逆さにしたようなおかしな形をしています。これはブドウ一粒一粒の栄
養分を高めるため。火打石、ハチミツ、ハーブの香りと、酸がしっかりとしたミネラル溢れる
味わい、ガヴィの本領ともいえる1本です。

1,650円（税込）

①109304340
②109304341

イタリア/白

赤

通常価格 3,190円→

①ルナーリア ピノ・グリージョ バック・イン・ボックス（3000ml）
②ルナーリア モンテプルチアーノ・ダブルッツォ バック・イン・ボックス（3000ml）

アイレン100%の優しいナチュラル・スパークリング！

エセンシア・ルラル
パンパネオ・アンセストラル・ナチュラル 2019

デメテール認証付きの美味しいイタリア生まれの箱ワイン！デメテール（ドイツ）は、認証を受
けるのが難しいと言われているビオディナミの認証機関。ビオディナミ農法で大切な「ルナ
（月）」の名がつけられています。箱ワインのイメージを覆されるほど、コストパフォーマンスは
最強クラスです！①ピノ・グリージョは、グレープフルーツとリンゴをミックスしたようなフレッ
シュな味わいで、果実と穏やかな酸のバランスが好印象！料理を選ばずオーガニック食材にこ
だわりを持った方にもオススメです。②濃厚でボリュームある果実味が溢れ、タニックでナチュ
ラルなフルボディをお求めの方にお勧めいたします。
各
円（税込）

エセンシア・ルラルは、
より個性のあるワイン造りを目指し設立。醸造責任者ラファエルは、醸
造学と化学を専攻。栽培責任者のフリアンは、伝統的な栽培法を実践しながら、生態系に配慮
したビオディナミや自然農法を学ぶ。
こちらは樹齢70-80年の自社畑産のアイレンを100%使
用した微泡。生産量は極少量。
スパークリングながらティナハ（素焼きの壺）もしくはセメント
タンクで10日間マセレーションした1本。青リンゴのような爽やかさと、みずみずしい甲州のよ
うな酵母感のある泡で、暖かい春〜夏の季節に外で楽しみたい味わい。

109304363 スペイン/白

①

4,730

デキャンタ誌2021年トレンドワインTOP10にスペインワインで唯一選出！

ヴェルム ラス・ティナダス・アイレン・デ・ピエ・フランコ 2018

ヴェルムは、
ラ・マンチャ地方トメジョッソの新進気悦のワイナリー。
オーナーにして
醸造家のエリアス・ロペス・モンテロは、元ベガ・シシリアの醸造家マリアノ・ガルシ
ア氏が醸造責任者を務めるワイナリーでワイン醸造を学びました。
このラス・ティ
ナダスは、厳選された最良の畑から良い房のみを手摘みで収穫し、
アンフォラで熟
成。接ぎ木をしていない樹齢70年の自根のアイレン100%から造られた新しい味
わいの1本。MWのジャンシス・ロビンソン女史が自身のSNSで「これまで飲んだ中
で一番美味しいアイレン、
ブラボー！」
と絶賛したほどの美味しさ！

2,750円（税込）

4

3,080円（税込）

109301727 スペイン/微泡

初入荷！

可愛くて美味しくて大容量！人気3Lボックスシリーズ！

②

これぞパストゥグランの最高峰！

こんなに存在感のあるパストゥグランがあったのか...
天才日本人醸造家、仲田晃司が造る焼鳥の為の赤！

ドメーヌ・ペミオン
ミュスカデ・セーヴル・エ・メーヌ 2019

①

花のラベルが可愛らしい！高いポテンシャルをもつサン・トーバン2018年!

2,530円（税込）

②

①109304243
②109304244

スペイン/白

赤

2019年はサン・スフルに成功！赤・白共に過去最高の仕上がりに！

オリオル・アルティガス
①ラ・ルンベーラ 2019 ②エル・ルンベーロ 2019

オリオル・アルティガスは、ジュール・ショーヴェ先生（自然栽培・醸造を世に出したM・ラピエー
ル、F・パカレなど巨人の師匠）のような学者を目指し大学で有機化学を専攻。①100%パンサ・
ブランカながら六つの畑のものを使用。前年では使用しなかった樹齢がさらに古いブドウの贅
沢に使用しているため、海と山、両方のミネラルを吸収。白桃のピュアな果実と上質なダシの旨
味がしっかりと溶け込んでいます。②。色々な畑のブドウをアッサンブラージュ。15%は除梗して足で優しく果実を潰す。
除梗なしはステンレスとファイバーグラス製のタンクで5日間醸す。ブラッドオレンジのような外観、ほど良い酸を感じさ
せながらこれでもかとピュアな赤果実が襲ってきます。 ①
円（税込）②
円（税込）

4,620

4,730

①

②

①109105084
②109304376

アメリカ/白

期間限定特別価格！

109304241 アメリカ/赤

人気のジョエル・ゴットから“ステンレス熟成”と“樽熟成”シャルドネリリース！！

混沌の中の美！希望をもたらす良年のワシントンワイン！

①ジョエル・ゴット アンオークド シャルドネ 2019
②ジョエル・ゴット バレル・エイジド シャルドネ 2019

ビューティー・イン・カオス カベルネ・ソーヴィニヨン 2017
私たちが生きる慌ただしい現代社会において、一瞬の平和と安らぎを見
つける事には美しさがあります。Beauty in Chaos ＜カオス
（混沌）の中の美＞は、
現代世界のプレッシャーを理解し、
カオスの中にあるにもかかわらず、いやしと慰め
を見つける私たちすべてに希望を与えます。2017年のワシントンは冷涼で、過去2年
のヴィンテージと比べると大幅に収穫量を落としました。
しかし実をつけたブドウは
非常に凝縮感を持った素晴らしい品質。
ダークフルーツと赤い果実の色々なキャラ
クターが見える素晴らしいワインです。ホログラムを使用した素敵なラベルなので、
プレゼントにもオススメです。

高いコストパフォーマンスで大人気のジョエル・ゴットが風土や造り手のフィロソフィーを
移す鏡とも称される品種シャルドネを対極の醸造方法で仕上げたユニークな白ワインが
入荷しました。アンオークド はカリフォルニアの4つの産地から収穫。クリーンなスタイ
ルですっきりとした酸味と共に豊かな果実感も感じられます。 バレル・エイジド は根強
い人気の芳醇なシャルドネをイメージして造られた、桃や洋ナシ、リンゴの完熟したリッチな風味に新樽の香り
が調和しながら、口中に広がります。飲み比べも楽しい2つのタイプのシャルドネ。試験対策にもオススメです！

①通常価格 3,300円→ 3,080円（税込）②通常価格 3,960円→ 3,630円（税込）
109304355 アメリカ/赤

通常価格 2,630円→

スポーツ好きの方へのプレゼントに！

109207005 アメリカ/赤

初回の入荷は即完売！スラムダンクが決まった時のような衝撃のワイン！

モンティノア パーソンズ・リッジ ピノ・ノワール 2013

「ジョーダンのスラムダンクみたいな凄いワインってどんなワインだろう? 」−この
ワインを手掛けたデヴィッドとメイヤンに、ふとよぎった疑問から生まれたのがこの
ワインです。優雅さ、力強さの全てを兼ね備え、見るものに電撃的な感動を起こす
ジョーダンのように、
「とにかく旨い！」誰もが納得する味わいです。初リリース、
しか
もこの価格帯でパーカー90点を獲得する偉業を達成した醸造家は「2019年40歳
以下のテイストメーカー40人」のメイヤン・コスチスキー。
まさにライジングスター
と言える注目の醸造家です。今年はスラムダンクの映画も公開されることから、大
ヒット間違いなしの注目ワインです。

祖父母が北イタリア出身でワイン作りや自給自足の生活をしていて彼らはアメリカ
南東部に移住して、
ワインの栽培、醸造から販売まで手掛け、家族を養ってきました
が、
オレゴンという生産地域に心を惹かれて、
オレゴンでワイン作りをする事に決め
ました。1982年に植樹された畑は200エーカーもありますが、既に、
デメテール認
証を取得しており、
オレゴン山脈の東向き斜面という素晴らしいテロワールにあり
ます。2013年のオレゴンは9月下旬に大規模な降雨がありましたが、それ以前は
完璧なヴィンテージ。つまり、9月前半に収穫していたワイナリーは、驚くほど品質
の高いワインを作り上げています。

2,750円（税込）

109302779 オーストラリア/赤

10本限定！

数量限定

オレゴンのグレートヴィンテージが特別価格で入荷！

スラムダンク カリフォルニア レッド・ワイン 2019

通常価格 2,970円→

2,420円（税込）

通常価格 6,050円→

①

②

①109304199
②109103728

ニュージーランド/白

4,950円（税込）

赤

最高のポテンシャル！南島ワイパラのトップ生産者！

マクラーレン・ヴェール産！エレガントなプレミアム・シラーズ！

ペガサス・ベイ
①アリア・レイト・ピックド・リースリング 2014
②ピノ・ノワール 2014

アンゴーヴ
ウィランガ・マクラーレン・ヴェール・シラーズ 2014

家族経営で5代に亘るアンゴーヴ家は、現在世界約30ヶ国に輸出している。設備
投資も積極的に行い、巨大な圧搾機、
プレス機、最先端のロト・ファーメンターと冷
ニュージーランドのTOP5に選ばれたニュージランドを代表する生産者。そ
却装置を導入したことにより、ハイクオリティーのプレミアムワインの生産でも成
して、
アタ・ランギ、
フェルトン・ロード等と共にニュージーランドの家族経営
功を収めることとなる。深い紫色。
まろやかで芳醇なベリーの中に、繊細なブラック
のブティック・ワイナリーが所属する「Family of 12」に加盟。南島にあるワ
ベリーやチェリーのアロマ、そして樽の香りがスパイシーな香りと共に漂います。 イパラは、ペガサス湾から冷涼な潮風が吹きこみ、ハングタイムが長く、凝縮したブドウが収穫
滑らかなタンニンの中にブラックベリーの果実味とまろやかなプラムの味わいが 出来る産地。
自社畑の樹齢30年以上の自根の畑。
広がります。
通常価格 6,600円→

①

②

①109304396
②109304220

ニュージーランド/白

4,400円（税込）

赤

各6本限定！

①通常価格 5,720円→ 5,555円（税込）②通常価格 7,480円→ 7,260円（税込）

①

②

ワイン界の司法「サム・ハロップ」注目のフィアーノと完成系シラー！

①109304358
②109304359

チリ/白

赤

野生の森に育つフレッシュな味わい「パイス種」のワインはいかがでしょう？

サム・ハロップ・ワインズ
①ブリッジ・パ・フィアーノ 2019
②セダリオン・シングル・ヴィンヤード・クロナル 2014

①ブション・ファミリー・ワインズ パイス・サルヴァヘ・ホワイト 2019
②ブション・ファミリー・ワインズ パイス・サルヴァヘ・レッド 2019

16世紀にスペイン人宣教師によってチリに持ち込まれたブドウがパイス種。繁殖力が強く
収量も多い事から簡単にチリ全土に広がりましたが、海外市場での昨今の高貴品種人気
2003年最難関資格マスター・オブ・ワイン（MW）に最年少で合格したサム・
で畑が減少していきました。そんな状況の中でチリワインの原点、伝統品種と呼ばれるパイ
ハロップは、世界で注目を浴びるコンサルタントでありながら、地元ニュー
ス種を復興させたいと始まったのがパイス・サルヴァへです。野生（サルヴァヘ）の状態で生
ジーランド・ワイヘキ島にて極少量のみ自身のワインを造るワインメーカー。
えているブドウを5メートルのハシゴに登って手摘みで収穫しています。野生に植わってい
文化、感覚、テクニック、
フィロソフィ、一つも欠かさないこだわりは、必要に応じて人為的介入を
るものなので100%有機栽培です。野生であることを尊重して天然酵母でアンフォラを使用し発酵。無清澄、無濾
行い、自然的なアプローチも行う
「シンパシフィック・ワインメイキング」と呼ばれます。
過で仕上げます。ホワイトは突然変異で色の付かないパイス種を使用しています。

①通常価格 6,050円→ 5,775円（税込）②通常価格 9,240円→ 7,700円（税込）
109107785 チリ/白

各2,750円（税込）

①

箱ワインを片手にベランダで外飲みはいかが？

サンタ・レジーナ・シャルドネ 3L

②

①109303159
②109300160

南アフリカ/白

赤

今飲んで美味しい！

①ブルゴーニュ好きが納得するワインを造る筆頭！
②注目産地エルギン！代表的生産者のピノ・ノワール！

①ポール・クルーバー エステート・シャルドネ 2018

ワインをおまとめ買いするお客様にも支持されているバックインボック
②ポール・クルーバー エステート・ピノ・ノワール 2018
スワインです。見た目はとてもコンパクトに感じますが、中身はたっぷり
南アフリカ・ケープタウン周辺では平均気温が最も低いエルギン地区に位置するワイナリーです。ブ
3L（ワイン4本分！）冷蔵庫にも収まりがよいですよ。空気が入らないよう
ルゴーニュ地方とほぼ同じ気候のエルギン地区のパイオニアとして君臨する、ポール・クルーバー。
になっているため開栓しても新鮮なまま1か月ほどは保存が可能です。
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で行い、その品質はワインファンの心を
毎日少しづつ召し上がる方やワインをたくさんストックしておきたい！と
掴んでいます。先日お店で試飲して改めて品質の高さを実感しました。今では南アフリカ国内だけにとどまらず世界からも注
いう方にもおすすめです。
目されています。シャルドネは冷やし気味でフレッシュに楽しむも良し、温度を上げてやや濃厚気味に楽しむのも良し。ピノ・
ノワールはぜひブルゴーニュと飲み比べてみてください！

①3,190円（税込）②3,300円（税込）

2,794円（税込）

109304326 日本/赤

12本限定！

昨年即完売のフジクレールの最高峰！
長期熟成のマスカッ
ト・ベーリーＡ！

143000030 日本/日本酒

季節限定品！華やかな春の香りに想いをこめて贈りませんか？

豊盃 純米吟醸 華想い 55

フジクレール
マスカット・ベーリーＡ・ラシス 2019

このワインは、契約農家さんの中でも最良質なブドウのみを選択し、良年のみ生産
するというコンセプトのもと造り上げた、
いわばマスカットベーリーA樽熟成のプレ
ミアム版です。梗仕込みを行い、醸し発酵後、樽の中で7ヶ月間熟成させました。非
常に濃い色調を持ち、
イチゴやブルーベリー、
チェリーの 甘酸っぱい上品な果実
香と樽香が溶け合っています。口中しっかりとしたタンニンと酸の骨格が感じられ、
調和が良くエレガントです。生産本数は僅か762本！
円（税込）

4,235

青森県弘前市に蔵を構え、三浦兄弟が杜氏として先頭に立ち、造り手の顔がみえ
る丁寧な造りに徹して醸す超人気銘柄「豊盃」春限定の純米吟醸酒が到着しまし
た。青森県が開発した酒米「華想い」を55%まで磨き、酵母も同県生まれ「まほろ
ば吟」を使用した、生粋の青森出身の一本。華やかな立ち香、口に含んだときの美
しい甘み、飲み込んだ後の長い余韻。豊盃の中でも香り味わい共に極めてフルー
ティで華やかなのが特徴ですので、香りを楽しむワイングラスと一緒に贈り物する
のもおすすめです！

2,420円（税込）
5

一度は食べて欲しい！本気の食材揃ってます！
①304101004 ②304101006 フランス

304009847 イタリア

上品で穏やかな味わいのフランス産パテ！

アンヌ・ローズ ①ブーダン・ノワール
②パテ・ド・ポーク
バスク地方出身で伝統料理を突き詰め、星付きレストラ
ンのシェフにまで登り詰めたクリスチャン・パラ氏が監
修して作り出された絶品のパテ！①ブーダン・ノワール
とは豚の血を使ったフランスの伝統料理で、
こちらはパ
テ状のもの。そのままでも食べられますが、冷蔵庫で冷
やしてからお好みの厚さに
カットし、
フライパンで表面
を軽く焼くととっても美味し
い！フルーツ系ソースとも
相性抜群。②クリスチャン・
パラ家に伝わる秘伝のレシ
ピから作られました。
シンプ
ルな味わいでお肉の美味し
さをストレートに感じられ
るの絶品パテ。
バゲットにた
っぷり乗せてワインと楽し
みたい！
200g

1,620円（税込）②1,404円（税込）

①

①109303995 アメリカ/白

304100780 ギリシャ

情熱の赤！大容量のイタリア産赤トウガラシ！

カンナメーラ
ペペロンチーノ･インテーロ
（赤唐辛子）

アオリティコ タイム＆ワイルドハーブ

イタリア料理好きにはたまらない大容量の赤トウガ
ラシをご紹介！カンナメーラ社はボローニャに本社
を置くスパイス専門会社。現在スパイスやハーブの
市場でリーダー的ブランドの地位を確立していま
す。
このペペロンチーノ
（赤トウガラシ）は粒が小さ
く1〜3センチほど。赤みを
帯びたオレンジから濃い赤
色。すっきりとした透明感
のある辛さが特徴。用途は
多数、
ド定番のパスタ・ペペ
ロンチーノやオリーブオイ
ルに漬けて自家製の辛味
オイル、炒め物などなど。辛
さの加減はお好みで。
イタ
リア料理だけではなく、中
華や和食などにも。
170g

ギリシャ・クレタ島の古代都市よりの贈り物。
濃厚天然はちみつ！
ギリシャ・クレタ島の古代都市
フォイストスの都市汚染から
離れた手つかずの大自然の
環境で採取したワイルドハー
ブの蜂蜜が入荷しました。古
からの伝統的な養蜂技術でつ
くられた蜂蜜は、ほのかなハ
ーブの香りと濃厚で強いコク
が特徴です。味わいはワイルド
ですが、後味が大変爽やかな
のでそのまま舐めても美味し
く召し上がれます。ハーブの蜂
蜜は高い殺菌力と抗酸化作用
をもっており、現在注目を集めてるはちみ
つのひとつです。普通の蜂蜜じゃ物足りな
くなってきた方におすすめです♪容器がス
クイーズボトルなので食卓でスプーンを使
わず使用できるのも魅力的ですね♪
一歳未満の乳幼児には与えないでください。

1,836円（税込）

②304100982

3,564円（税込）
①304010020 ②304010039

ナパワイン×DANDELION CHOCOLATE 驚きの！！白ワインとチョコレートのペアリング

①〈ワイン〉ホーニッグ リザーヴ ソーヴィニヨン・ブラン ラザフォード ナパ・ヴァレー 2018

②〈チョコレート〉ダンデライオン・チョコレート ベンチェ ベトナム 70%

驚きました！！白ワインとチョコレートが合うなんて…！！
「ホーニッグ リザーヴ ソーヴィニヨン・ブラン」は、
マン
ゴーやメロンなどの温かみのあるリッチなフルーツ感に加え、樽熟成による香ばしさとハチミツのようなク
リーミー感があります。
そして、
「ダンデライオン・チョコレートベンチェ ベトナム」はボディがとても軽やかでワ
インと同じアロマを持ち合わせています。
この事が驚きのぺリングを可能にしています！まず大切なのは、チョ
コレートもワインも冷やしすぎない事！そして、チョコレートを口の中で溶かし、溶けてなくなってしまう前にワ
インを口にふくみましょう！すると、
チョコレートと白ワインが混ざり合い、
どちらが主張するでもなく、両者が寄
り添いカカオの苦みとワイン苦み
がとけあいます。なんとも言えな
い、不思議なマリアージュ！ぜひ、
体験した事のないペアリングをお
楽しみください。

①インド・スリランカ・トルコ他 ②スリランカ

ワインをより美味しく・楽しくするスパイス！〜数量限定・メイソンジャー付き〜

エヌ･ハーベスト
①有機ピクルススパイス②有機ワインスパイス

①有機ピクルススパイス〜メイソンジャー付き〜
お好きなピクルス液を作り、そこにこのスパイスを混ぜるだけ！香
りの良い7種のスパイスが入っています。やわらかな香りのイエロ
ーマスタードを主原料に、甘く爽やかな香りのコリアンダー、
スパ
イシーな香りのクローブなどをバランスよくミックスしています。
強
すぎないスパイスは野菜を引き立てます！
②有機ワインスパイス〜メイソンジャー付き〜
ホットワインやサングリアが気軽作れる！ワインのためのスパイス
ミックスです。赤ワインはもちろん白ワインでも美味しく仕上がり
ます。
お好みのフルーツやハチミツをプラスするとさらに美味しさ
アップ♪

×

750mℓ ①

5,400円（税込）

304101026

56g ②

1,296円（税込）

日本/岩手県

スモーク好きの方必見！強めのスモークと
ワイルドな味わいのナッツが最高に旨い！

594円（税込）

各
304100990

カンボジア

304101031

日本/北海道

冷凍品

限定5個

胡椒の最高級品・完熟胡椒。毎年味わいが変わる レジェンド東澤氏がついに夢を実現！
胡椒はワインのようで奥深いです。
羊肉のスモークベーコンが限定5個入荷！

vegtus ソルティスモークブラジルナッツ クラタペッパー ライプペッパー（完熟胡椒） 東洋肉店 北海道産サフォーク羊
スモークベーコン
（限定)

マカデミアナッツに似た味わいの「ブラジルナッツ」は No.97の前回号でもご紹介したクラタペッパーですが、
アマゾン川流域の限定地区のみでしかとることが出来 今回は希少中の希少品、胡椒の最高級品である完熟胡
ない希少ナッツです。抗酸化作用が高く、細胞の酸化を 椒のご紹介です。完熟胡椒は一房に2、3粒しかできない
予防するミネラルの一種「セレン」が他のナッツよりも 赤く熟した実だけを集め乾燥させた胡椒です。
その希少
多く含まれビタミンEも豊富なため近年話題となってる 性はもちろんですが、香り・味わいが他の胡椒では感じ
「ブラジルナッツ」を岩手県の特産品「野田塩」と桜チッ ることができない華やかさを表現しています。引き立て
プでお酒にあう味わいに仕上げました。
「野田塩」は岩 の胡椒は、
フルーティーで繊細な香りとレーズンのよう
手県野田村の伝統的な製法で4日間かけ手作業で製造 な甘みをおびた芳醇な辛み
されるので、
えぐみや苦みが少なく、塩本来の旨味がた が様々なお料理を引き立て
っぷりのため、
ブラジルナッツのワイルドな味わいをよ てくれるので魔法の粉ようで
り引き立ててくれます。
強
す。毎年その年その年の胡
めのスモークがウイスキ
椒のよさを表現できるように
ーや バーボンと相 性 抜
全てを手作業で収穫し乾燥
群です。今までにないワ
（熟成）
させるクラタペッパー
イルドな味わいのナッツ
の胡椒はワインのように毎
に衝撃を受けること間違
年味わいが変わるので、
ワイ
い無しです！
ンラバーの皆様にはぜひ召
し上がて頂きたい商品です。
50g
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745円（税込）

20g（お一人様2点まで）

1,200円（税込）

比較的小さな体の羊から
はベーコンをつくるのは
夢物語だったはずが、海外
に比べ圧倒的に飼育数が
少ない北海道産の羊だけ
でベーコンを作るという偉
業を東洋肉店の東澤さん
がついに成し遂げてしま
しました！羊肉のことを知
り尽くした東澤氏の知恵と経験の結晶から出来たベー
コンは極上の味わいです。製造過程で加熱済みなので、
そのまま食べても大丈夫ですが、羊肉の融点は44℃と
人間の体温より高いので、ベーコンの味わいを存分に
楽しむために「火入れ」を推奨いたします。
レア目に炙
るのとカリカリに炙るのでは口に広がる旨味が全く違う
ので、
ぜひ色々な加熱法でお楽しみください！
冷凍品のため店頭販売のみ

1,680円（税込）

持っておいて損は無し！ 便利な雑貨です！
①402003103 ②402003112 ③402003117 フランス

①407000799 ②407000798

SCIP社製のシャトーラギオール、
正規輸入元の在庫を少数分けていただきました！

うすはり葡萄酒器ペア
①ボルドー
②ブルゴーニュ

①

②

全て最終価格で20%OFF！
どうぞお見逃しなく！

5,500円（税込）

①② 各

①

②

402001653

ドイツ

ボルドー：直径57×高さ95(mm)/ 容量330ml
ブルゴーニュ：直径66ｘ高さ90(mm)/容量350ml

細口のシャンパーニュにも対応してくれる！
締まりのきつい頼れるキャップです。

モノポール シャンパンストッパー
③

①通常価格 25,300円→
※全商品、お買上時期に関わらず保証
②通常価格 29,700円→
は2023年3月までとなっております事、
ご了承下さいませ。
③通常価格 23,100円→

ドイツ刃物の街「ゾーリンゲン」のブランドメーカー。
1879年からの長い歴史を持ちますが戦争などの波
瀾万寿を経て、1952年に現地マーブルグ市で創業。
職人魂こもる磨き上げられたステンレスのボディに
はずっしりとした重みがあり高級感を感じさせます。
また優れた耐久性はプロの過酷な使用にも耐える
為、高い人気を誇ります。特に、締め口がきついのが
円（税込） 特徴的でドンペリやクリュッグなどの細口の瓶にも
円（税込） 対応してくれるのがさすがの商品なのです！

20,240
23,760
18,480円（税込）

①402003405 ②402003402 ③402003539 ④402003552 ⑤402003551

サイズ：直径40mm、高さ60mm 素材：スチールニッケルメッキ、
ゴム

ハンガリー

繊細なハンドメイドの美しさ際立つグラス！ただいまSALE中、
この機会にぜひ♪

WINEX/HTT ①キュヴェシャンパーニュ ②モンラッシェPlus
③ブルゴーニュSプラス ④プレミアムルージュ
⑤グランブルゴーニュ

HTTはハンガリーの熟練職人が一つ一
つ丁寧に作り上げたオールハンドメイ
ドで近年注目を浴びています。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素材でできており、
手に取ると本当にその薄さと軽さ、美
しい曲線美に驚きますがなんと食洗機
にも対応しています！キュヴェシャン
パーニュは花の蕾のようなシルエット
でちょっと良いシャンパーニュやロゼ
①
②
③
④
⑤
シャンパーニュを、モンラッシェPlusは
樽の効いたシャルドネからオレンジワインまで。
ブルゴーニュ S Plus は飲み口が反った丸いボウルが可愛
らしい小ぶりのグラスで白〜赤までお使いいただけるオールラウンダー。
プレミアムルージュは大きめのボ
ウルにすぼまった口でゆっくりと香りやタンニンが開いて、熟成ワインにおすすめです。
グランブルゴーニュ
は大ぶりのチューリップ型が香りを立たせてくれ、
グランヴァンにもおすすめです。 それぞれ専用の化粧箱つき
通常価格 ①4,180円 ②③3,850円 ④4,180円 ⑤4,950円→

3,762円 ②③3,465円 ④3,762円 ⑤4,455円 ※全て税込価格です。

①

①402002809 ②402002810

20%OFF

職人の技術が詰まった｢うすはり」ペアBOX入りが待望の再入荷！

SCIP社製シャトーラギオール
①グランクリュブラック
②グランクリュスタミナウッドレッド
③クラシックゴールド

現在では生産が終了してしまった
SCIP社製のシャトーラギオールソ
ムリエナイフ。正規輸入元、日本ク
リエイティブさんに残っている在
庫を数本ずつですが、わけていた
だきました！店頭にはこちらに掲
載されていない1本限りの物もご
ざいますので、ご来店していただ
いた際にはお問合せくださいま
せ。DM掲載アイテムは各３本ず
つ、ボディの素材は水牛の角のグ
ランクリュブラック、天然木のスタ
ミナウッドレッド、
新ラギオールライ
ンナップでは廃盤となっているの
で、今後手に入れる事はできない
クラシックゴールド、
となります。

日本

2,750円（税込）

①407001774 ②407001775 ③407001776

アメリカ

保冷機能もついてる
ショルダー型の1本用ボトルキャリー

Grab&Go シングルボトルキャリアー
①ブルー ②バーガンディー ③ブラック

人気ワイングッズブランドTRUEのスタイリッシュな1本用ボト
ルキャリー。長さ調節可能な肩掛けストラップで内部は保冷機
能もついてるしっかりめのクッション素材でワインを守り、保冷
剤を入れて使えば暑くなるこれからの季節の持ち運びも安心
です。落ち着い たカ
ラーバリエーション
のボトルキャリー、
ソ
ムリエナイフ1 本 内
蔵で外出先でいざ必
要になった時も大丈
夫！ワインのエコバッ
グとして使用するの
も良いですね。

ソムリエナイフ１本内蔵

③

通常価格 3,278円→

2,786円（税込）

台湾

402003383

②

①

スペイン

環境や人体に優しいトライタン樹脂を使った割れないグラス

シックな木目のアイスクーラー

ご自宅で気軽にワインやシャンパーニュを飲みたい時に最適な割れない樹脂製グラスです。春夏に人気の高いク
リアなバッグに4脚入っています。軽
やかでクリアーな見た目はもちろ
ん実際にガラス製よりも軽量で、人
体に影響が懸念される化学物質を
含まないイーストマン・トライタン
樹脂製。
イーストマン社は米国投資
情報誌バロンズにて2021年最も
持続可能な上場企業100社の内
27位に選出された特殊材料会社
です。資源リサイクルに積極的に取
①
②
り組み、
環境に配慮しています。

これからの季節にお勧めしたいエキゾティックな木目調
のアイスクーラーは把手が一体型でおしゃれなカットが
入ったデザイン。
軽くて丈 夫 な 樹 脂 製
です・和 洋を問 わず 、
フォーマルからカジュ
アルシーン両 方 の
テ ーブ ル に 幅 広くご
利用いただけます。

トライタン樹脂製
①白ワイングラス 4脚セット ②シャンパングラス 4脚セット

材質：トライタン、耐熱温度：100℃、食洗機使用可、
サイズ：①65φ 78M 200H 360cc ②46φ 68M 226H 150cc
①通常価格 各3,168円→

2,772円（税込）②通常価格 各2,200円→ 1,980円（税込）

プルテックス
アイスバケット ウッド

サイズ：高さ 240mm、素材：樹脂

4,620円（税込）
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Choose 2 bottles ¥3,300

大人気！よりどり2本で3,300円(税込)！店頭には40種類以上のワインがありますよ〜！

109201948

フランス/泡白

109104082

新星醸造家が仕込む南仏のブラン・
ド・ブランが入荷！
ピエール・シャヴァン リュクス №1 シャルドネ
ブラン・ド・ブラン ブリュット N.V

2,200

フランス/白

ロワール地方上流域サンセールで最も有名な生産者の一人アンリ・ブルジョワ。
これは
スタッフ全員が「美味しい！！」と大絶賛したソーヴィニヨン・ブラン！グレープフルーツ
やレモンのような爽やかさ、透明感あふれる酸味、ハーブを感じさせる新鮮さ。親日家
でもある当主ジャン・マリー・ブルジョワの腕前が光ります！フルーツを使った爽やかな
サラダやこの地を代表する山羊のチーズ、
クロタン・ド・シャヴィニョールとの組み合わ
せは王道！ロワールのソーヴィニヨンを知るならコレ！
円（税込）

2,640

フランス/赤

白

ローヌの雄ギガルが仕込む基本となるコート・デュ・ローヌ名。白ワインはトロピカ
ルフルーツ、マンゴー、パパイヤなどの上品で華やかな香りに引き寄せられます。
口に運ぶと、
しっかりと辛口ながら、角がなく穏やかで滑らかなフィニッシュ。絶対
に虜になる味わい。赤はストロベリーやラズベリーの香りと、
セクシーなスミレやバ
ラの香り、ベリーのフレーヴァーが胡椒の香りによってさらに研ぎ澄まされ、
ピリッ
とするミネラルによって高まっている。
柔らかで凝縮したワインに仕上がっています。
①②各
円（税込）

2,200

フランス/赤

銘醸地ボルドーの飲み頃ワインが2本で3,000円にシャトー・ベレール・ペルポン
シェールを手掛けるのはファミーユ・デスパーニュ。漫画「神の雫」で紹介されたシャ
トー・モンペラも手掛けるワイナリーです。畑はボルドーのドルドーニュ川を見渡す高地
に位置し、地域で最も評価の高いもののひとつとされています。
カシス、
スパイス、
コー
ヒー、乾いた土の香りが楽しめ、強い酒精とタンニンは熟成によって液体に溶けていま
す。
お肉料理、
煮物にも合いやすいこの価格ではなかなか出ない飲み頃ボルドーです！

2,420円（税込）

イタリア/泡白

創業1955年ロミオ＆ジュリエット城の横にある近代的なセラー。33人の熱心な葡萄
生産者が始めた協同組合。南東向きで粘土・石灰質土壌の畑、
シャルマ方式でタンク内
2次発酵後、
リリース。
ガルガネガで造られる ソアヴェ 同様、
日常的に飲めるテーブル
ワインとして人気です。
レモンイエローに、柔らかな泡立ち。洋梨やマスカットの香りが
爽やか。
ミネラル感もあり、
アンティパストなどの軽めの前菜と一緒に、最初の1杯にふ
さわしい辛口!
円（税込）

2,200

イタリア/白

ドライオレンジのような柑橘系のフルーツに旨味がギッシリ、それでいてジューシーな
味！当店スタッフが試飲して納得する味わいです。
タラモンティは2001年にアブルッツォ
州に設立された新興ワイナリー。
この白ワインはアテルヌム(現代のペスカーラ、古代
ローマ時代にローマとアドリア海を結んだ重要な街)に向かうアテルヌム川(長さ145ｋ
ｍにも及ぶアブルッツォ細大の川)沿いで収穫された上質なトレッビアーノ種を使用。
16℃〜18℃で12日間発酵をさせ、その後30%をフレンチオークで7ヶ月間熟成し、
ス
テンレスタンクで熟成させた残りの70%のワインをブレンド。
円（税込）

2,420

イタリア/赤

アメリカ/赤

注目産地！美しい真紅のカベルネ・ソーヴィニヨン！
マッジオ・ファミリー・ヴィンヤード
カベルネ・ソーヴィニヨン・ローダイ 2017

1934年設立、
ワイナリーはシエラネバダ山脈の麓とサンフランシスコ湾の間に位置してま
す。地中海性気候にあたるこの地は、
日中の温暖な気候と夜の沿岸から吹き込む冷たい風が
しっかりとした寒暖の差を生み出し、
ワールドクラスのブドウを育てるのに最適な環境です。
赤いフルーツのアロマとオーク樽由来のバニラ香が生み出す芳醇な香り。
ブラックベリーや
黒スグリなど黒い果実を思わせる味わいに香ばしいスパイスのニュアンス。
カベルネの新た
な可能性を感じるワインです！
ハンバーグ、
ビーフシチューなどとピッタリ！
円（税込）

2,640

ヘビーボトルで圧倒的な人気を誇るイタリアワイン生産者『コントリ』から新たな赤ワイ
ンが！Why Notとは「何故なの?」
「もちろん！」といったユーモアのあるネーミング。
1930年瓶詰め会社としてスタートしてから、様々な商品を手掛ける会社に成長したワ
イナリー。樽熟成によるまろやかな風味と、凝縮した果実味がたっぷりのフルボディ！ベ
ルリン・ワイントロフィー金賞受賞。
ワイン誌「ルカ・マローニ」で92点獲得！

2,200円（税込）

ニュージーランド/白

大人気ストラタムの新顔！味のバランスが抜群です！
シャーウッド・エステート ストラタム
シャルドネ 2017

1980年代後半にシャーウッド夫妻によって設立。南島のワイパラヴァレーとマールボ
ロ地区に計8つの自社畑を所有し、
ブドウ栽培から最新鋭の設備で醸造を行うワイナ
リー。
サステイナブル農法（持続可能なブドウ栽培計画）や有機栽培に取り組む志の高
い生産者。樽由来の香ばしいアロマと、酸やミネラルに溢れ引き締まった味わいは
2.000円台のシャルドネで最高のパフォーマンス！お家に常備1本は冷蔵庫に置いてお
きたいワインです。
円（税込）

2,530

オーストラリア/白

希少！引き締まった酸とハーブの香るヴェルデホ！
アッシュブルック・エステート
ヴェルデホ 2018

オーナーのトニー・デヴィットは、1975年に西オーストラリアはマーガレット・リヴァー
に最適の土壌を見出し、小規模ながらも妥協を許さぬ蔵としてアッシュブルックを開園
します!一口飲めばその造りの誠実さが伺えような、減農薬栽培や害虫駆除にホロホロ
鳥を飼うなどの自然派のこだわりを持ち、妥協を許さない徹底したそのワイン造り。
ト
ロピカルフルーツやハーブのようなニュアンスを持ち、引き締まった酸が魅力的！海老
やお魚の前菜などにピッタリ！
円（税込）

2,750

オーストラリア/赤

コスパ抜群の
「サイドウッ
ド」
から、
シラーズが入荷！このクオリティは嬉しい！
サイドウッド
ステイブルメイト・シラーズ 2017
サステイナブル認定を得ている生産者としてはアデレード・ヒルズ最大規模です。醸造
家のダリル・カトリンが最適な熟度とフレーバーが成熟したタイミングを見計らい収
穫。一部は粒のまま発酵槽へ入れられ、
カルボニック・マセラシオンが部分的に発生。
圧搾後は樽でマロラクティック発酵。熟成はフレンチオークで16ヶ月。
新樽比率25％。
プラムやブラックベリー、
シナモン等のスパイスの香りが混じる。
チョコレートを想わせるタンニンによる余韻が続く。
円（税込）

2,310

109207735

またまた飲み応え抜群！のシチリア金賞受賞ワイン！
コントリ ホワイ・ノット? ネロ・ダヴォラ/シラー
D.O.C. リゼルヴァ 2013
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2,750

109304064

程良い樽香、誰もが納得する、素晴らしきバランスのトレッビアーノ！
タラモンティトレッビアーノ・ダブルッツォ アテルヌム 2015

109206837

ワイナリーの設立は2007年、
スペイン北西部のD.O.ビエルソのサンティアゴ巡礼の道
中にあるヴィリャフランカ・デル・ビエルソに位置。土壌は粘土質で標高550メートル。
日照時間は年間2,000時間、降雨量は700mmと理想的な環境にあります。23Haの
自社畑で地品種のメンシアとゴデーリョに特化して高品質なブドウを栽培しています。
フランボワーズやブラックベリーなど熟した果実の香りが中心。
丸みのあるタンニンと豊かな果実味、
フレッシュな酸がバランスよく調和。
心地よい余韻が比較的長く続きます。
円（税込）

109203784

瑞々しさが際立つフレッシュな辛口スプマンテ！
コッリ・ヴィチェンツィーニ キュヴェ・ディ・モンテッキ・
スプマンテ エクストラ・ドライ N.V

109204952

スペイン/赤

注目度大のビエルソ産メンシア種！酸のあるスペイン品種です♪
テノイラ・ガヨソ ガヨソ・メンシア 2015

109304050

モンペラ・ファミリーが造る飲み頃ボルドー！今が良い熟成感です！
シャトー・ベレール・ペルポンシェール 2011

109209092

2,420

109300412

ローヌを代表する生産者が仕込むスタンダードレンジ！紅白でいかが？
ギガル
（E-GUIGAL) コート・デュ・ローヌ
①ブラン 2016 ②ルージュ 2016

109301687

パルシェットは伝統的な醸造所と近代的なカリフォルニアスタイルの醸造所とセラーの
両方を所有し、
モダンでスタイリッシュなカバを生産しています。当地で非常に古くから
栽培されていたパンサブランカ 種(チャレッロ)を現在も主要品種として使用。
、
マカベ
オとパレリャーダは新しい醸造所の目の前の畑のものを使用。
キメ細かく持続する泡
立ち、
しっかりとしたミネラル感、心地よいフルーティーさと品の良い酸味のバランスが
最高！秘蔵の№21のタンクで生み出された、
ロンドンのシャンパン通を唸らせたオーガ
ニック・カヴァです。
円（税込）
109303226

ロワールのソーヴィニヨン・ブランを知りたいならコレがオススメ!
アンリ・ブルジョワ プティ・ブルジョワーズ
ソーヴィニヨン・ブラン 2018

①109102689 ②109102688

スペイン/泡白

ロンドンのシャンパン通を唸らせたオーガニック・カヴァ！
パルシェット カヴァ ブリュット キュヴェ21 オーガニック N.V

醸造家でありオーナーでもある 新星 ファビアン・グロス氏が2009年に設立したネゴ
シアン、
ピエール・シャヴァン。
その後急成長を遂げ、現在はラングドック地方に約60ha
の畑を共同出資し、
所有。
そこから造られたワインはギ・ド・アシェットやインター・ナショ
ナル・ワインスピリッツ、
デカンター誌等で高い評価を受ける。
シャルドネ100%で丁寧
に造られたこのスパークリングは決め細やかな泡立ちとキチっとした柑橘系のニュア
ンスが◎！
円（税込）
109001825

1本1,650円（税込）になる、
デイリーで楽しめるワイン♪

アルゼンチン/赤

フランスでは黒ワインの異名を持つマルベック、
アルゼンチンも面白い！
エルエステコ シクロス マルベック 2015
アルゼンチンのカルチャキ・ヴァレーに構えるエル・エステコはバイヤーイチオシのワ
イナリー。
インポーターさんにワガママを言って2本に3,000円コーナーに参戦するこ
とになりました！豊かな果実味とアメリカンオークとフレンチオーク樽でそれぞれ15ヶ
月ずつ熟成。紫の輝きのあるチェリーレッドはマルベックの信頼の証です。
オーク樽由来のリッチな風味が一番の魅力。
さらに凝縮したカシスやプラムも香り、
オーク樽由来のヴァニラ香も楽しめます。
カベルネ好きにもぜひお勧めです！
円（税込）

2,200

