
8

109207741

689セラーズ サブミッション
カベルネ・ソーヴィニヨン 2018

今、買うべき
濃厚カベルネの決定版！

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会社として長年
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。当店でも大人気の689セラーズか
ら新しいキュヴェがリリースされました！ナ
パ、ソノマ、モントレー、パソ・ロブレスという
名だたる産地のブドウを用いで、凝縮感と
余韻の長く、香り高いカベルネ100％です。
この価格帯には、珍しく新仏樽30％で15か
月熟成している超お買い得ワイン！バイヤー
がデイリーで飲みたい１本

通常価格 2,530円→2,420円（税込）

2021年 上半期売上ランキング best3!
109004624

コーペラディヴァ・フラ・プロデュットーリバローロ・リセルヴァ･コルダーナ2011
当店「最強」！ 不動の人気を誇る熟成バローロ！

10年以上熟成している2011年ヴィンテージのバローロが、このコストパ
フォーマンスとは・・・！力強いだけのバローロとは一味違う熟成系です。ドラ
イフラワーやスパイスなどの香りと、バランスのとれた酸が全体を引き締め
ています。オーク樽で2年熟成後、最低3年の瓶熟成を経ています。カン
ティーナ・テッレ・デル・バローロは共同組合で造られており、当地の名だた
る醸造家であるルイージ・マルティーニ氏によってセレクトされたスペシャ
ルキュヴェです。

通常価格 5,500円→3,476円（税込）

109302824

アルタ・マリア・ヴィンヤードピノ・ノワール 2013
洗練のピノ・ノワール！ 2013ＶＴＧは素晴らしい出来！

アルタ・マリアは栽培家のオンティヴェロスの先祖が、1855年聖マリアの日
にサンタ・マリア河を超えて新境地にやってきた開拓者であったことに由来
します。ラベルには開拓時代の手作りの釘が描かれています。全房発酵でサ
ンタ・マリア特有のソルティーなミネラルと、ピノ・ノワールらしい苺やサクラ
ンボの風味が漂う上級ワイン。鶏肉や豚肉をグリルして、梅肉などの酸を合
わせた料理(焼き鳥でも可)と相性抜群です！2013は素晴らしバランスの良
いＶＴＧ！

通常価格 5,500円→2,970円（税込）

109207900

ブレッド＆バター
シャルドネ 2019

超濃厚！ 樽香と果実味が
リッチなザ・カリフォルニア！

ブレッド＆バターは、日本でも根強い人気を
持つ作り手です。古き良きカリフォルニアら
しく、樽のニュアンスがしっかりとありなが
ら、果実味もたっぷりで酸が穏やかなスタイ
ルです。ブドウはソノマとアヨロセコの完熟
したものを使用し、最新技術を用い、リッチ
に仕上げています。樽のニュアンスが好きな
お客様や、これからの季節は、クリームシ
チューやピザやラクレットなどのチーズ料
理とも相性抜群です！最近はエレガントなワ
インが多い中、濃厚な味わい！

通常価格 3,850円→3,630円（税込）

109101576

シャーウッド・エステート ストラタムソーヴィニヨン・ブラン2020
全スタッフが驚愕するコスパ抜群のソーヴィニヨン！

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。柑橘系とミネラルの香りがバ
ランス良く、ニュージーのソーヴィニヨン・ブランの特徴が感じられます。ネ
ガティブな要素が一つも無く、アロマと酸のバランスも大変良い、当店大
ヒットワイン！

通常価格 2,090円→1,870円（税込）

109104257

ドメーヌ・ド・シバディ ペイ・ドックシャルドネ 2019
圧倒的な存在感が大人気！ コスパ抜群の白ワイン！

1860年からワイン造りに関わり、WINE MARKET PARTY 不動の大人気ワ
イン。スタッフのブラインドテイスティングでは誰一人として「3,000円以下」
を提示しなかった極上のシャルドネ！南仏らしいボリューム感と旨味、香ばし
い樽香にナッツのようなムルソーに近い複雑なアロマ、ドライフルーツ、アプ
リコットなど南国フルーツの盛り合わせを思わせるリッチな味わい。濃厚で
力強いシャルドネ好きに飲んで欲しい”スーパー・ハイ・コストパフォーマン
スワイン”！

通常価格 2,420円→1,738円（税込）

109202437

モンムソー
クレマン・ド・ロワール N.V

ANA国際線ファーストクラス
でも提供された
スパークリングワイン！

瓶内熟成によるキメ細かい泡立ちはグラス
に注がれるとより一層美しく、４種類の葡萄
品種をブレンドする事による複雑で上品な
アロマは世界中の人々が魅了されるのも納
得な1本！パイナップルや力強い果実、余韻
に広がるトーストの余波が次から次へとグ
ラスを進めてくれる。神の雫にも登場し様々
なワイン専門雑誌で高く評価される毎日飲
みたいフランス最高級のスパークリング・ワ
イン！！ANA国際線ファーストクラスでも提
供されたスパークリングワイン！

通常価格 3,300円→2,178円（税込）

109101099

パスカル・ポンソングラン・レゼルヴ・ ブリュットN.V
WINE MARKET PARTY独占販売！リザーヴワインが旨さの秘密！

シャンパーニュを200件以上巡った中から選んだWINE MARKET PARTYのハウ
ス・シャンパーニュ、パスカル・ポンソン。モンターニュ・ド・ランス地区クロム・ラ・モ
ンターニュ村での栽培比率はピノ・ムニエが50%以上と多く、コッテリした風味の
シャンパーニュが造られています。通常よりも長い60ヶ月(5年)以上熟成を経て、味
わいも力強い。ピノ・ムニエとピノ・ノワールという黒ブドウがベースとなったコクと
旨味に溢れた1本。お寿司からフォアグラ、様々な料理に合わせられる万能シャン
パーニュです。ＷINE MARKET PARTY独占販売！

通常価格 6,820円→4,378円（税込）

109108549

フェッラーリ ブリュット N.V
世界中で愛されるフェッラーリのスタンダード！

イタリアのトレンティーノ・アルト・アディジェ州でひときわ存在感のある
フェッラーリ。シャルドネ100％で造られ、シャンパーニュと同じ瓶内二次発
酵により、きめの細かい豊かな泡が楽しめます。熟れたゴールデンデリシャ
スのリンゴ、野の花の濃い香り、ほのかにイーストを感じさせる風味が贅沢。
フォーマルな場でも間違いのないスプマンテです。当店イタリア・スパークリ
ングワイン人気No1！今年からF1グランプリのシャンパンファイトで採用さ
れています！

通常価格 5,280円→3,960円（税込）

フランス/泡  1位

フランス/泡  2位

イタリア/泡  3位

アメリカ/白  1位

フランス/白  3位

ニュージーランド/白  2位

アメリカ/赤  1位

アメリカ/赤  3位

イタリア/赤  2位

●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. 8/29（日）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.co　 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

夏に冷やして飲みたいワインも揃っています♪

WINE MARKETPARTYは、皆様の「ワインライフ」を応援します。

PARTY 恵比寿 検 索

Vol.99
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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。

ドメーヌ・ルモリケ ヴォーヌ・ロマネ1ER・CRU
オー・デシュ・デ・マルコンソール 2002

蔵出し！ あのラ・ターシュに隣接する
マルコンソールの中でも特別な区画!

ニュイ・サン・ジョルジュに本拠地を構え、近年メキメキと高評価を得るルモリケから奇跡的
に蔵元に眠る秘蔵のバック・ヴィンテージがに入荷しました。その中でも横綱級なのがあの
ラ・ターシュの地続き・隣接する至高のマルコンソール!ヴィンテージはファンが憧れる
2002年ヴィンテージ!時を経てもまだフレッシュでバラやシナモンのエレガントかつエキゾ
チックな香りを纏っている。ファンは見逃せない蔵出しワイン！

①②通常価格 29,700円→27,500円（税込）

③通常価格 27,500円→25,300円（税込）

④通常価格 23,105円→21,450円（税込）

54,670円（税込）

4,860円（税込）

590,000円（税込）

109305255

アルドイノ社は1870年リグーリア州インペリアに創業。高品
質なオリーブオイルとオリーブ製品のメーカーとして古くか
ら人々に知られてきました。小規模ながらその名前は今や
世界中に知れ渡るほどに。このビアンカルドは、優良年のみ
に生産される幻のオ
リーブオイル！2-3月
にかけて収穫される
貴重なオリーブ（タッ
ジャスカ種）を100%
使用し、数量限定で
生産。甘みがあり、滑
らかで柔らかい後味。
とても繊細な味わい
でフルーティアーモン
ドも感じられます。5
年振りに日本上陸を
果たした貴重なオ
リーブオイル。
限定12本。

304004543 イタリア

スクリーミング・イーグル カベルネ・ソーヴィニヨン
オークヴィル ナパ・ヴァレー 2018

ナパ・ヴァレーで最も高価なワイン「キング・オブ・カルト」最新ヴィンテージ！

不動産業で成功したジーン・フィリップ女史がナパ・ヴァレー・オークヴィルに土地を購入し
たのが1986年のこと。最初は近隣のワイナリーにブドウを売っていただけでしたが、小さ
な区画(0.5ha)のカベルネ・ソーヴィニヨンだけ、群を抜く品質のブドウでした。そのブドウ
は自分でキープして、1992VTGのスクリーミング・イーグルをリリース。ナパ・ヴァレーワイ
ンの歴史が変わった瞬間でした。業界で一番影響力があると言われたロバート・パーカー
に歴史的高評価をつけて以来、25年の間「キング・オブ・カルトワイン」として世界中で争奪
戦が起こるワインを生産し続けています。
今回は最新VTGの2018、WA100点、VN98点、JD97点

109305409 アメリカ/赤 ※受注発注：注文を受け次第、当店に入荷します。

500ml

5,610円（税込）

φ52,83M、248H、245cc、カリクリスタル製

ラ・スピネッタ バルバレスコ DOCG ①ガッリーナ 2007
②スタルデリ 2007 ③ヴァレイラーノ 2011 ④各種2016年

入手困難！スピネッタの高級クリュバルバレスコ！「緑サイ」「赤サイ」「青サイ」が揃いました！

ガンベロ・ロッソ誌で“ワイナリー・オブ・ザ・イヤー”に輝き、今やイタリアワインファンで知らぬ人はいない
高級クリュ・バルバレスコといえばラ・スピネッタ！畑名付きバルバレスコ、通称『緑サイ』のガッリーナ、『赤サ
イ』のスタルデリ、『青サイ』のヴァレイラーノと今回なんと3種すべて揃いました！しかも飲み頃バックヴィン
テージ！（ガッリーナ2007年、スタルデリ2007年、ヴァレイラーノ2011年）さ
らに歴史に残るビックヴィンテージ現行2016年も入荷しました。重厚感にく
わえ、芳醇でグラマーなその味わいは、エチケットのサイと一緒にゆっくりと
年を重ねていくでしょう。ライオンのエチケットで有名なバローロ・カンペ、ス
ピネッタがオーナーとなったコンラットの泡をくわえ、スピネッタ各種イタリア
セラー売り場前面にて展開しますのでお楽しみに！

①109305287 ②109305288 ③109305289

アルドイノ EXVオリーブオイル
ビアンカルド 2021

5年振りに日本上陸！
幻のオリーブオイル！

イタリア/赤

3
限定

本 12
限定

本

伝統的なワイングラスのかたちを基本に、
食の現場で活躍しているソムリエ、シェフ、
支配人たちのリクエストを取り入れながら
作られた、木村硝子店のオリジナルデザイ
ン、ハンドメイドの”ピーボ”シリーズ。
台座が大き目なので液体が入ってもしっ
かりと支えてくれます。熟練職人が精魂込
めて一品一品創り上げられる、一度出会う
と忘れられない魅力的なグラスです。

402003530 スロバキア

木村硝子店
ピーボ オーソドックス
62987-245

うっとりする背の高さと安定した台座が特徴の
ハンドメイドグラス

フランス/赤
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季節商品のご案内♪
フランス/赤

イタリア/白泡

フランス/シャンパーニュ

スペイン/泡

アメリカ/泡 南アフリカ/泡白

ニュージーランド/泡

日本/スパークリング 2本で10%OFF

①7,700円（税込） ②11,550円（税込）

当店でも高い人気を誇り、近代ブルゴーニュワインの神様アンリ・ジャイエ
の愛弟子としても知られるフィリップ・シャルロパンのバック・ヴィンテージ
が入荷しました！少しセラーで寝かせて、少し冷えてくる秋の初めにお召し
上がるのもいかがでしょうか？シャルロパンがとてもピュアで飲みやすいと
語るマルサネ・レシェゾとジュヴレ・シャンベルタンの当店人気区画テール・
ブランシュ（ミネラルをもたらすとされる白い土を持つ）。芳醇な2015年
ヴィンテージはこれが最後の入荷!?ブルゴーニュ好きは見逃せない人気2
つの銘柄です！

①109305177 ②109305178

冷蔵品

嬉しい!人気のシャルロパンの人気銘柄!

1本 2本

①フィリップ・シャルロパン マルサネ・ルージュ・レシェゾ 2015
②フィリップ・シャルロパン ジュヴレ・シャンベルタン・テール・ブランシュ 2015

大人気生産者のシャルロパンをDM用に12本ずつキープしました！
嬉しいマルサネとジュヴレ・シャンベルタンの2銘柄！

3,000円台前半で平均樹齢40年と、安定感のある“自家栽培
100％のブドウのみで醸造”している徹底的なこだわりをみせ、当
店でもファンが多い大人気シャンパーニュ、デクロ・フレール。ガス
トン・デクロのリニューアルとなるこの商品は、シャルドネの比率が
増え、夏にも楽しみやすくなった一本！白い花のアロマに加え、従
来通りの豊潤さもあり、黒ブドウの力強さを感じられる満足感のあ
る味わいに仕上がっています。当店の売れ筋ランキングでもトップ
を走り続けるお買い得・シャンパーニュ、ぜひ一度お試しください！

109305024 売り上げ堂々のトップシャンパーニュ！

デクロ・フレール ブリュット N.V

当店大人気メゾンの新商品！
黒ブドウ80％、樹齢40年の驚愕クオリティーをこの価格で実現！

2,300円（税込）

304100708 日本/宮古島

宮古島チーズ工房 月桃（季節限定品）

宮古島ならではの味わい！月桃の香りが山羊乳と相性抜群！
ご自宅で宮古島の「風」感じてください♪

1,320円（税込）  　　　通常価格 2,640円→2,376円（税込）

「ビールのように気軽に飲めるワイン」がコンセプトで2018ヴィンテージ
からリリースがスタートしました！在庫があるうちに飲み比べしてみては
いかがでしょうか？昨年リリースのナイアガラ2019とネオマスカット
2019に加えて、この初夏に新入荷したクラフトヴィーノ2020！ナイアガ
ラが思うように収穫できなかった為にネオマスカット主体にグリーンデラ
ウェアと、甲州をブレンドしています。身ごもっていた礼奈さんに替わりこ
の2020ヴィンテージは浩敬さん醸造♪国産葡萄の甘やかな香りと爽や
かなのど越し！一度飲むと恋しくなりますよ～キンキンに冷やしてどうぞ。

①109301721 ナイアガラ2019 ②109301720 ネオマス2019 ③1093-5230 ヴィーノ2020

クラフトヴィーノよりどり2本で10%OFF

真夏にも夏の終わりにも飲みたい！
手軽に楽しめる華やかで爽やかな国産スパークリング☆

入荷時の大きさにより価格変動あり。（詳しくはスタッフへお尋ね下さい。）

通常価格 3,850円→3,520円（税込）

コントラットは創業1867年、イタリアではじめてメトド・クラッシコ製法によるミッレジマー
ト（ヴィンテージ入り）スプマンテを造ったワイナリー。20世紀初頭にはイギリスやヨーロッ
パ各国の王室を顧客に抱える高級スプマンテメーカーでした。2007年から「スピネッタ」
のリヴェッティ氏が携わり、現オーナーに。瓶内2次発酵の生産エリアの中で通好み、玄人
好みとされるアルタ・ランガ。ピノ・ネロ中心であり、ミネラルや酸が堅固で男性的な特徴で
す。世界遺産の地下セラーで、瓶内で澱と共に48カ月以上の熟成。パドゼ（ノン・ドサー
ジュ）でのリリースは、葡萄に自信を持ってるからこそ！シャンパングラスを持って踊る女性
は、パリが最も華やかな時代に活躍したデザイナー、カピエッロ氏が1922年にデザインし
たものが現在も使われています。裏に小さくスピネッタのサイもいますので、クラシックな
イタリア通の方へギフトにもオススメ！ふっくらとした味わいで大満足の1本です！

109305286 初入荷！オススメです！

糖分添加なし！
グルテンフリー！
アルコール5.5％！

コントラット（スピネッタ）ミッレジマート・スプマンテ・パドゼ 2015

あのスピネッタがオーナーとなった本格派ワイナリー！
パドゼでミレジムで瓶内2次発酵！どこをとっても大満足の1本！

1989年、スペイン・ペネデス地方のカヴァの中心産地であるサ
ン･サドゥルニ･ダノイアで誕生した比較的新しいボデガ。この
キュヴェは、全販売数の45%を占めるフラッグシップで、熟成期
間は通常のRESERVAの15ヶ月間よりも遥かに長い24ヶ月以
上の熟成を経ています。アロマには様々なフルーツやフレッシュ
クリームを使った生菓子、様々な花や野菜などが豊かに感じら
れます。口当たりは優しくジューシーかつクリーミーで、微かな
イーストのニュアンスも。複雑味を兼ね備えた余韻が続きます。

109304806

ベルタ カヴァ・ブリュット・ナチューレ・
レセルバ 2013

24ヶ月以上熟成されたRESERVAながらフレッシュさも残す！

通常価格 3,630円→2,904円（税込）通常価格 5,437円→5,060円（税込）

20%OFF

いま、アメリカで凄まじい盛り上がりを見せているハード・セル
ツァー。元はサトウキビを発酵させたアルコールを炭酸水で割
り、果汁やハーブなどでフレーバーをつけた低アルコールドリン
ク。全米で人気沸騰中の市場に、トレンドに敏感なダックホーン・
チームが乗り込みました。ベースとなるのは勿論ワイン。オスス
メはSB+ライム！爽やかさとほのかな苦味、心地よい炭酸が刺激
的です！シラーを主体としたロゼ+ブラックチェリーも飲みごたえ
十分で独特な味わい。アウトドアやBBQに持っていくと注目の的
になるでしょう！太陽の下で飲みたい新感覚ドリンクです！

①109305401 ②109305402 ③109305403 ④109306404

デコイ・プレミアム・セルツァー
①ソーヴィニヨン・ブラン+ヴィブラント・ライム ②ロゼ（シラー主体）+ブラック・チェリー
③シャルドネ+レモン・ジンジャー ④シャルドネ+クレメンタイン・オレンジ

氷でいっぱいにしたクーラーで無造作に冷やして！全米で盛り上がっている新感覚ドリンク入荷！

1928年設立ステレンボシュ地区の名門。ネルソン・マンデラ元大
統領の誕生日会に供されたワイナリーとしても知られ、2012年ロ
ンドンオリンピック公式提供ワインに選出、世界で話題になりまし
た。栽培家のコビーと醸造家のターティスは仲良し兄弟。紳士的で
常にプロフェッショナルを感じさせる2人が造るワインは南アフリ
カ随一です。花崗岩質の畑で15-32年のブッシュヴァインを使用。
密度のある果実味とフレッシュな風味、バランスがとても良く、こ
の価格帯では一番の自信をもってオススメできるスパークリング
ワインです。シュナン・ブラン主体に少量のマスカット・アレキサン
ドリアをブレンド。

109300165

ステレンラスト シュナン・ブラン スパークリング NV
夏にぴったり！絶対の自信を持っておすすめできるスパークリング！

通常価格 2,630円→2,200円（税込）各715円（税込）

現地では「スパークリングと言えばミルミル」というほどの
知名度を誇り、日本では殆ど姿を見ることのない瓶内2次
発酵、ヴィンテージ付きスパークリングです。1987年から
亡き夫にかわり、ワイナリーを導く妻の“ジェーン・ハン
ター”。彼女はニュージーランドワイン産業に大いに貢献
したとして【勲功章受勲者】、【世界のトップ5女性醸造家】
選出。ソフトなイースト香とリッチなフルーツの香りがバ
ランス良く備わり、優雅な余韻はまるでシャンパーニュ。

①109301568 ②109304733

ハンターズ スパークリング・ミルミル
①リザーヴ 2015 ②ロゼ NV

ニュージーランドの女神が造るエレガントで繊細なスパークリング！

「美しく酔う、フルーティーライフ」をコンセプトに、本物果実だけで造るナ
チュラルで美味しいフルーツビバレッジを目指すラシャスより、人気急上昇
中の真っ赤なスパークリングジュースをご紹介！フランス・ノルマンディ産リ
ンゴ100%！果肉まで真っ赤なリンゴストレート果汁100%。一番搾りの果汁
のみで作った雑味のないフレッシュな味わいのジュースです。甘さ控えめで
ほっぺがキュッとなるような酸味がお食事を引き立てます。晴れた日のお昼
から飲みたいご機嫌ジュース♪

ラシャスジュドポムペティアンルージュ
①750mℓ ②330mℓ

夏にすっきり飲みたい酸のきりっとした真っ赤なリンゴ100％
スパークリングジュース！

①1,242円（税込） ②626円（税込）各3,960円（税込）

①304100650 ②304100653 フランス/ノンアルコールスパークリング

宮古島内の山羊乳だけでは製造が難しいということで、日本
全国の山羊ミルクから宮古島チーズ工房の富田さんが厳選
したものを使用して作られた、南国らしい味わいのシェーブ
ルチーズ。月桃の葉は殺菌作用・鎮静効果がある沖縄と九州
南部でのみ採取できる大変珍しい葉です。月桃の甘くスパイ
シーな香りが山羊チーズの酸味と相性がよく、一口食べれ
ば、宮古島を感じること間違い無し！熟成するに従い月桃の
香りがよりチーズに移るので、食べるタイミングで味わいが変
わります。泡盛やナチュールワインと特に相性がいいです♪
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数量限定のお得な商品をご紹介！

夏真っ只中の8月に飲みたいフランス・ワインといえばやっぱりロ
ワールのエレガントで飲みやすい白ワイン！今年春先に早々に売り
切れたプイィ・フュメ！トラヴェルタンは石灰質の土壌でフレッシュ
さ、ミネラルを兼ね備えるピュアなあじわい！グレープ・フルーツ、
シトラス、白桃にチョークのバランスがお見事!さっぱりとしたお酢
を使用した料理にもオススメ！ぜひ暑い夏をキンキンに冷えた
ソーヴィニョン・ブランで乗り切りましょう！

109304665

幅606×奥行589×高さ1,513mm/73kg

アンリ・ブルジョワ・プイィ・フュメ・
アン・トラヴェルタン 2018

暑い季節はやっぱり飲みたいプイィ・フュメ！
巨匠の人気銘柄が大特価です！

父エチエンヌの時代から続くサンセール・ブランのスタンダードなキュヴェ。セバスチャ
ンがポテンシャルを極限まで追求したブドウで醸造したワインはシンプルかつナチュラ
ル。人的介入を避け、自然の摂理に従って大事にブドウを見守り、自生酵母による発酵、
醸造から瓶詰めまでSO2の使用はごく微量本当に必要とされる分のみ。使用している
平均樹齢30年のソーヴィニヨン・ブランの中は、貴腐がついたブドウが20％混ざって
いるという、しっかりした酸が蜜柑のようなより芳醇な柑橘を思わせるリッチで凝縮感
のある味わい。開けたては微々発泡していて自然派ワインらしさもしっかりと味わえま
す。ぜひ自然派ワインを始めたい方にもおすすめです。リフォーファンには毎年味わい
をお確かめいただきたい1本！

109302646

セバスチャン・リフォー サンセール ブラン
レ・カルトロン 2018

暑さで疲れた身体に染み渡る心地よい酸。癒しの自然派サンセール・ブラン！

天空の国、キルギス共和国に広がる美しい原生林で採取された野生の殻付きアー
モンド。現存する数少ないアーモンド原種の一つである「キリチバタム」を現地で
ローストし、日本へ。そのため、遺伝子組み換えや、化学肥料・農薬などは不使用の
天然の美味しさに溢れたアーモンドです。食塩
や砂糖を使用せずともアーモンド本来の甘さ
と塩味が存在するので、食べ飽きることなく楽
しめます。食べてみないとわからない天然の
ナッツの美味しさを皆様にお伝えしたかった
ので、今回限り特別価格でご案内！！この機会
にぜひおためしください！

304101184

キルギスの野生のアーモンド（食塩不使用）

砂糖も食塩も使用していないナッツ本来の美味しさを感じてほしい！！
バイヤー渾身のお買い得価格でご紹介！

通常価格 680円→625円（税込）

まるでワインカーヴの中のような加湿循環システムで絶えず空気中の水
分を取り込み高湿度を維持して大切なワインを守ってくれる、飲食店やワ
インのプロの愛用者も多い日本製ワインセラー。一番底部は抜栓後のワ
インを立てて収納しやすいようフラットな底になっていて、庫内奥から暖
色系ライトで照らされたワインはシルエットが映えドラマティックで美し
く、見ているだけでも満たされます！カラーはこの他にアーモンドホワイ
ト、ワインレッドの3色展開。ぜひこの機会にご検討ください！（当店でワイ
ンセラーお買い上げ頂くと特典として収納本数分のワインを15％オフで
購入できるチケットを進呈！有効期限有り）

フォルスター ロングフレッシュ 
ST-RV273G（マットグレー）1温度帯77本収納

夏のワインセラーSALE開催中！77本収納、
フォルスターのフラッグシップワインセラーをぜひこの機会に！

通常価格 3,740円→3,520円（税込）通常価格 4,180円→3,465円（税込）

通常価格 8,250円→4,950円（税込）

通常価格 3,190円→3,025円（税込） 通常価格 6,930円→6,050円（税込）

蔵元のあるテルメンレギオン地域では12世紀にシトー派の修道士によって
ブドウ栽培が始められた歴史ある地区。北緯47度、土壌は石灰が中心でブ
ルゴーニュのテロワールによく似ています。ライニッシュ家が大切にしてきた
のはシャルドネ、ピノ･ノワール、そして他の地域ではほとんど栽培される事
の無い土着品種ツィアファンドラーとロートギプフラー。この品種は黄色い
果肉のフルーツの爽やかさを持ちつつ、重心の低い旨味の強いワインを生
み出します。メジャー品種ばかり飲んでいる暇がなくなる、素晴らしい1本。

109204179

ヴァイングート・ヨハネスホフ・ライニッシュ
グンポルツキルフナー トラディツィオン 2019 

この土地でしか栽培されていない土着品種を用いた美味しい白！店長オススメです♪

カリフォルニアを代表する名門クロ･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が特徴で、ブラックベリーや
モカとミントのようなニュアンスが心地良い。『クロ・デュ・ヴァル』はフラン
ス語で『小さな谷の小さな畑』の意。しかしながら実力は誰もが認める世界
クラスのワイナリーです。樽熟成20ヶ月（新樽率40%）是非、世界クラスの
カベルネを体験してください。

109206291

クロ・デュ・ヴァル カベルネ・ソーヴィニヨン
ナパ・ヴァレー 2017

カリフォルニアを代表するバランス型カベルネ！特別価格で入荷！

15年熟成の2006ヴィンテージが限定24本、超特価で入荷！ワイン
アドヴォケイト誌でPP100点を何度も獲得するカリフォルニア・ソノ
マの怪物ワイナリー「ヴェリテ」。その創業者のうちの2人、「ジャクソ
ン・ファミリー」の創始者でアメリカ人のジェス・ジャクソンがサン・テ
ミリオンに所有し、フランス人のピエール・セラン氏が監修するシャ
トー。樹齢は35-40年、新樽率30-50%で10ヶ月熟成。アロマティッ
クで丸みがあり、成熟したシルキーなタンニン。口の中でとろけるよ
うな長いタンニンが続きます。品種:メルロー60%／カベルネ・フラ
ン35%／カベルネ・ソーヴィニヨン5%

109304362

シャトー・ヴィニョー 2006
2006ヴィンテージの希少なサン・テミリオンが40%OFF!

おなじみレ・マンザーネの夏季限定商品。コスト優先のDOCプロセッコと異な
り、DOCGプロセッコは43の栽培地域をRIVE（リーヴェ）と認定しラベルに記
載。43地域の細かな味わいの特徴を打ち出しています。こちらはRIVEフォル
メニガ地域。南東向きで粘土が多く、酸の高い葡萄が特徴。残糖分：3.5g/L。
甘味はほとんどなくシャープでキレッキレです！市場に出回る多くのプロセッコ
は機械的な大量生産型が多い中、これからは優良生産者の高品質プロセッコ
をRIVE（リーヴェ）で選ぶ時代になるかも！2020年8月にはプロセッコDOCロ
ゼが認可されましたね。活気あるプロセッコでジメジメした気分を爽快に吹き
飛ばしていきましょう！

レ・マンザーネ スプリンゴブルー 
リーヴェ・フォルメニガDOCG EX BRUT 2019

当店ベストセラーのプロセッコに夏限定の超辛口！プロセッコの新基準RIVE（リーヴェ）にも注目！

通常価格 3,300円→2,750円（税込）

フランス/白フランス/白

オーストラリア/白 オーストラリア/赤

フランス/赤

オーストリア/白

数量限定

109305348 イタリア/白 夏季限定入荷！

大幅値下げが実現！

通常価格 3,300円→2,750円（税込）

通常価格 480,000円→357,500円（税込）

オーストラリア入植初期の1895年にタラック・ファミリーによって設立され
たワイナリー。初代のジェームスは1843年にスコットランドから移住し、ワ
イン造りをしています。ハンター・ヴァレーは世界最高峰のセミヨンを産出す
る産地として有名です。ブドウは早摘みする事により、上質な酸を保ったま
ま、古樽とステンレスタンクを用い、オイリーで塩気のある果実味が高貴な
気分にさせてくれます。プロも上質なシャブリと間違える程の素晴らしい味
わい。ソムリエ試験にもピッタリな品種の特徴が学べるワイン！

109302968

タラック セミヨン 2020
世界最高峰のハンタ・ヴァレー産セミヨン100％！

サスティ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ブドウを収穫。一部は粒のまま発酵槽へ入れられ、マセ
ラシオン・カルボニックが部分的に発生。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。

109304064

501000081

サイドウッド ステイブルメイト・シラーズ
BBQやスモークした羊と相性抜群！夏にも楽しめるシラーズ!!

アメリカ/赤

初入荷商品のためお試し価格キルギス 日本

限定品 40%OFF

100g

1本 2,310円（税抜）2本 3,300円（税抜）

2本で3,300円（税抜）
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今月のおすすめワイン「新商品が続々入荷！スタッフが本気で選んでます！」

フランス/シャンパーニュ

Ｒ・ルノーダン　
ブリュット・レスピエグル ミレジム 2008

シャンパーニュ過去最高の2008年をこの価格で！？
実力派ブラン・ド・ブランが待望の再入荷です！

エペルネ市の南にある、ムシー村に1724年から続く由緒あるブドウ栽培家。全て
のキュヴェで一番搾りのみを使用するなど品質の高さから、パリのタイユヴァン本
店のハウス・シャンパーニュに依頼される実力派！しかし、依頼される量があまりに
も多く、クオリティ維持のため断ったなどという伝説を持ちます。泡を抜いて飲むと
まるでブルゴーニュのシャルドネのような凝縮感のある味わい。まだまだ熟成も可
能な、シャンパーニュ過去最高の2008年ヴィンテージです！

109209949 一万以下で買える当店唯一の2008年シャンパーニュ！

ベルナール・エ・ドミニク・マルタン グロ・プラン 2019

酸味フェチ注目!
すっぱいワインファンのアナタにお勧めしたいクエン酸系ワイン！

レモンのようなすっぱいワインが実は好き！という当店会員の方は実は多いので
は!?と思い、この夏に飲みたいクエン酸系の酸味が特徴的なサッパリ！スッキリ!
レモンの代わりになるくらいすっぱ旨いワインが楽しめるワインをご紹介します!
産地はミュスガデ・セーヴル・エ・メーヌの北東地。使用されているブドウ品種は
グロ・プラン(フォル・ブランシュ)!それをシュール・リーして味わいに厚みを持た
せています。なので只々酸が強いだけではない味わい深いワインとなります！
クセになる中毒性が高いグロ・プランをお見逃しなく!

109305406 フランス/白

アメリカ/白

アメリカ/白夏にぴったり!強い酸味とごくごく飲める味わいがクセになります！

バシュレ・モノ シャサーニュ・モンラッシェ 2018

試飲して一番人気が高かったシャサーニュ・モンラッシェ!
ぜひ2日に分けて楽しんで頂きたい逸品…。

正規輸入元のご好意でスタッフのためのプチ試飲会で、店長を始め多くのスタッ
フから高い人気を得たのがこのシャサーニュ・モンラッシェ!2005年設立。マラン
ジュを拠点に祖父や父が設立したドメーヌを引き継ぐ形でスタート。現代では世界
中で争奪戦が繰り広げられる人気生産者!2018年の太陽の恩恵がありながら他
の銘柄より筋肉質で果実の厚みに優れています。気持ちの良い酸味はぜひ夏に楽
しみたい!注目を得る人気生産者をお見逃しなく!

109305407 フランス/白 2日目以降もしっかりと美味しいモダン・ブルゴーニュ! 評価の高い2018年のトゥーロ・ジュイヨ！フランス/赤

カステルモール協同組合 サンサ！ 2019

超優良協同組合！
元気な果実味の亜硫酸塩無添加ワインがこの価格で！

今回ご紹介するサンサ！は南仏らしい濃くて果実味たっぷりでスパイシー＆パワフル！そして、じわ～っ
と広がる美味しい余韻。1921年、ラングドックに創業したカステルモール協同組合。将来はラングドッ
クのワインが価格だけでは売れなくなることを予見し、1978年から品質を追い求めたワインの生産
に着手してきました。気候に恵まれたラングドックではまだここ数年で品質の向上をはかりはじめた
生産者も多く、この協同組合のように昔から本気で品質向上に努めてきた生産者は非常に稀。このお
値段で亜硫酸塩無添加、この味わい！本当に驚きです！自然派ワインを飲み慣れた人にカジュアルに
楽しんでいただきたい！少し冷やして、2日に分けて飲んでも〇!

109304630 フランス/ラングドック 協同組合だから出来るこの価格！少し濃いめのナチュラルワイン！

自然派

セッラ・モスカ トルバート・スプマンテ・ブリュット
サルディーニャ島で愛される絶品スプマンテ！

サルデーニャ島のセッラ&モスカ社のみが栽培している希少な品種「トルバート」。
このトルバート種のみを使ったワインで、さらにスプマンテ仕立てされた逸品！南の
島サルディーニャは世界中のセレブが訪れるリゾート地として有名で、こちらのワイ
ンは最高の海の幸と提供される絶品スプマンテ！生産量が限られていますので、こ
れまでなかなかお目にかかる機会のなかった逸品。トルバートの果実味が強く、心
地よいミネラルが絶妙のバランス。日常楽しむ泡として、求めているコクがここにあ
ります。島のワインですので、特に魚介と相性抜群！夏に一押しのワインです！

109305164

モンテ・マレット ヴェッキエ・トノー 2019
エルバルーチェ100%の白！この品種、今後要注目です☆

109304950 イタリア/白

イタリア/白泡

ボデガス・タゴニウス セニョリオ・デ・タフーニャ・レセルバ 2006
驚愕の味わい！2021年のBEST BUY WINEの座はほぼ確定！

ブラインドで出せば必ず誰しもが「価格は5,000円以上、15年以上は熟成された
ワイン」と答えるほどの上質で洗練された味わい！しかも1,500円とはさらに驚
き！ボデガス・タゴニウスは、首都マドリッドにある都市郊外型ワイナリー。熟成はア
メリカンオーク樽225Lで12ヶ月。その後、24ヶ月以上の瓶内熟成を経て出荷。熟
した果実とスパイスの香り、ほのかにカカオやバニラのニュアンスも。長期熟成に
よる複雑味、厚みのあるボディ、長い余韻が楽しめます。この価格でこの味わい、熟
成感のあるワインはまずありません！
※抜栓の前に裏面の注意事項を必ずお読みください。

109304751

スペイン/ロゼ

1,850円（税込）

ボデガ・チャコリ・レサバル チャコリ・レサバル・ロゼ 2020
瓶詰めしたて！海を感じる愛らしいロゼのチャコリ！

海が一望できる斜面に畑を持つチャコリ・レサバルは、1996年にサラウスの地に
設立された家族経営のワイナリー。伝統的なエンバラード（棚造り）にこだわり、全
てが手作業。このロゼのチャコリは、瓶詰めしたての2020ヴィンテージ！バスク地
方の豊かな緑に囲まれ、海に面した畑で海風を受けて育ったブドウから造られま
した。イチゴやサクランボのような愛らしい赤い果実のニュアンス。シュール・リー
由来の旨味もたっぷり詰まっています。心地よくフレッシュで、どこか海を感じる味
わいと繊細な微泡が心も身体も癒してくれます。

109305358

4,620円（税込）

ハーマン・Ｊ・ウィーマー
ドライ・リースリング 2018

リースリングにおいて「全米トップ」と名高いニューヨークの生産者!

今、ニューヨークのみならず、全米で最も高い評価を得るリースリングを造るハーマ
ン・J・ウィーマー。NYワインの父、Drコンスタンティン・フランクに師事した、NY第二世
代を代表する生産者です。西海岸に比べると冷涼な東海岸のワインは、酸が綺麗に表
現され、アルコールも少し控えめでエレガント。無農薬のブドウを全房プレスしたの
ち、少量ずつ7ヶ月以上に渡って、天然酵母で低温発酵しブレンドします。レモネード、
ピーチ、メロン等の香り、溌溂としてアロマティック、さらに長期熟成による進化も期待
できる、非常に高いポテンシャルを持ったリースリングです。

109302144

ザ・ヒルトシャルドネサンタ・バーバラ2017
果実と土壌の良いとこどり！スクリーミング・イーグルの姉妹ワイナリーが造るシャルドネ！

ザ・ヒルトはサンタ・バーバラの沿岸部に位置し、自社畑からシャルドネとピノ・ノ
ワールを生産するプレミアムワイナリーです。スクリーミング・イーグルの姉妹ワイ
ナリーとしても知られ、技術の高さを感じる高品質なワインで人気。若き才能あふ
れる醸造家マット・ディーズが造るワインは、果実味と繊細さの「ちょうど真ん中」
を行く素晴らしいバランスを持っています。このシャルドネは、黄金桃、レモンオイ
ルなどの果実味と、火打石を思わせるミネラル感、程よいクリーミーさがバランス
よく感じられます。サンタ・バーバラの良さがぎっしり詰まったエネルギッシュな
シャルドネです！

109304277

109305352

大幅価格改定で値下げ！

日本新入荷！

オー・ボン・クリマ“ラーム・ド・グラップ”ピノ・ノワール 2016
日本を愛してくれたジム・クレンデネン氏に敬意を込めて！

「仏ブルゴーニュの神様」アンリ･ジャイエの基で修行し、その経験を自身のワイン
造りで発揮、サンタ・バーバラを世界的人気産地に導いたジム・クレンデネン氏。非
常に残念なことに2021年5月、世界中のワイン愛好家に惜しまれつつジム氏が亡
くなりました。ラーム・ド・グラップは、彼らが"Every once in a lifetime"（長い一
生でたまに）で造る、トップ・キュヴェを超える、超上級キュヴェ。ABCの中でも珍し
く除梗せず、全房発酵するワイン。梗が木質化した特異なヴィンテージのみ造られ
ます。現時点では2001年と2005年2016年のみ。ワイン名の意味は「ブドウの房
の涙」。熟成も可能な偉大なワインです。

109203663 アメリカ/赤

ゲルノット & ハイケ ハインリッヒグラウエ フライハイト 2018
陶器のボトルが目を引く、オーストリアを代表するオレンジワイン♪ 

現当主ゲルノット氏が祖父から畑を引き継いだ当時、この地区は赤ワインに注力する生産者は皆無でした。
しかし「この土地にはツヴァイゲルトやブラウフレンキッシュが合う！」と感じ畑を買い醸造所も改築。このワ
インはライタベルクの葡萄を使用しており、ピノ・グリはシスト土壌、ピノ・ブランとシャルドネは真っ白な石灰
岩土壌の畑。アンフォラとオークの大樽で発酵後、17ヶ月熟成させ、無清澄、無濾過でSO2も無添加でボトリ
ング。2017年ヴィンテージがDecanterの「オレンジワイン特集」で最高得点で第一位に輝き、一躍オースト
リアを代表するオレンジワインとして知られるようになった1本！陶器で造られたボトルも美しく、ギフトにも
ピッタリ！2018年も柚子やオレンジの皮を感じさせつつ、円やかな南国フルーツに様々なハーブの香りを
纏ったワインに仕上がっています♪ワイン会などで活躍する事間違い無し。

109304704 オーストリア/オレンジ

2,420円（税込）

豊盃 純米吟醸・涼風
昨年初めてリリースされ大人気だった夏の純米吟醸が今年も入荷！

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」。青森生まれの酒米『華想い』を麹
米、掛現在日本で醸す蔵は三浦酒造のみとなった『豊盃米』を掛米に使用した他で
はできない唯一無二の組み合わせ！豊盃米の独特なコクのある味わいに、華想い
の華やかさが加わりとても新しい味わいに仕上がっています。涼しげなカラーの
こぎん刺しデザインも目を引きますので、お中元や夏のギフトにもピッタリです♪

143000077 日本/日本酒

メートル・ド・シェジンファンデル
“スタンビード”クレメンツ・ヒルズ 2018

今最も勢いがある若手コンビのエレガント系ZIN！冷やして飲みたい赤ワイン！

カリフォルニア・ナチュラルワインの先駆者「スコリウム・プロジェクト」のアシスタントを長年務めたアレックス・ピッ
ツが独立。同じくニューカリフォルニア系トップ生産者の一人レオ・スティーンで醸造を学び、三つ星でソムリエをし
ていたマーティン・ウィンスターとタッグを組んで設立しました。2019年には全国紙の「注目醸造家」に選ばれ、今
最も勢いがある若手コンビです。「醸造責任者」を意味するワイナリーは、醸造や裁判の知識を共有してくれた恩師
がいたからこそ現在の自分が居る。という想いが込められています。1940年代に自植樹された、自根のジンファン
デル。ベッドロックのクリスとモーガンに紹介されてスタートした畑。リッジのジンファンデルにインスピレーション
を受けている通り、エレガントで飲み飽きしないがフレーヴァーの強い味わい。

アメリカ/赤

1,980円（税込）

3,960円（税込）

7,920円（税込）

グレネリーレディ・メイレッド・ワイン 2010
ワイナリーの地下倉庫で熟成されたバックヴィンテージ！

ポイヤックの2級生産者シャトー・ピション・ロングヴィルの元オーナーが始めたワ
イナリー。南アフリカに居ながらフランスのニュアンスを持ったクラシックなスタイ
ルのワインを生産しています。豊かな自然環境と最新設備から世界的に高い人気
を誇ります。「レディ・メイ」はオーナーであるメイ夫人の名をつけたグレネリーの
最高峰ワイン。カシスやブラックチェリー、ほんのりとスパイシーなプラムの香り。
ふくよかで余韻の長い味わい。南アフリカ最高のボルドーブレンドと言われること
もしばしば。今回は希少な蔵出しバックヴィンテージが入荷しました。

109305408 南アフリカ/赤スペイン/赤

9,680円（税込）

暑い時期にも楽しめるエレガントなマルベック
トロピカルなニュアンスが嬉しいトロンテス

①109304732
②109304731① ② アルゼンチン/白 赤

1,705円（税込）

9,537円（税込）

ドメーヌ・トゥーロ・ジュイヨ メルキュレイ・Ｖ・Ｖ 2018

2018年のブルゴーニュは本当に素晴らしい！
メルキュレイの実力派も高評価を獲得しました！

109305062

日本ではあまりメジャーではないブルゴーニュ隠れた銘醸地メルキュレイ。その土地で家族経
営でワインを生産し、LA REVUE DU VIN DE FRANCEなどで2つ星を取得するなど国内外で
高い評価を得ているのがこのトゥーロ・ジュイヨなのです。2018年は彼ら繊細では花の香り
がする優雅なワインに太陽の力が後押しする素晴らしいヴィンテージとなり、欠品が続出。し
かしこの銘柄だけは多く仕入れ、DM用にキープしておきました!フランボワーズ、スミレ。ベ
リーの味わいは例年よりも芳醇で2日目も美しい艶があります。ブルゴーニュ村名ワインに負
けない味わい！ぜひご賞味ください！

通常価格 5,170円→4,620円（税込）

プラドレイ①ヴェルデホ・セレクシオン・エスペシアル 2014
②クリアンサ 2009

サスティナブルなワイナリー運営で最も注目を集める最先端のボデガ！

①109304804
②109304805 スペイン/白 赤

「王様の草原」の意味を持つボデガス・プラドレイは、14世紀まで遡る歴史を持ちます。
①D.O.ルエダの古樹のヴェルデホを用いてフレンチオーク樽で3-4ヶ月熟成。トロピカ
ルフルーツや、バニラ、バルサミコ、ほのかなスパイス香などの複雑なアロマが魅力。
樽のニュアンスと酸、シルキーな口当たりのバランスに非常に秀でた奥行きのある味

わい。②完璧なまでの酸と果実味とタンニンのバランス。しなやかで美しい骨格があり、その類稀な洗練さで
プラドレイの実力が推し量れる逸品。銘醸地、リベラ・デル・ドゥエロの2009年でこの価格は即買いです！

① ②

6,490円（税込）

数量限定

①カルフモル ピノ・ノワール
②カルフモルソーヴィニヨン・ブラン

海をイメージし冷涼な土地を感じるワイン

①109305008
②109305007

ヴィーニャ・ヴェンティスケーロはモダンで時代を先駆ける高品質なワインを100%自社畑で作るワイナリー
です。環境を非常に大切にし、サスティナブルなワイン造りをしています。そんな彼らがカサブランカで作るブ
ランド「カルフ」は涼しい太平洋沿いを表現したワインです。海沿いのこの土地の気候はシャンパーニュ地方
と同じくらいの気温でとても冷涼です。味わいはソーヴィニヨン・ブランは柑橘やパイナップルが香り、海のミ
ネラルやハーブのニュアンスを感じます ピノ・ノワールはやわらかくジューシーな味わいにチェリーやラズ

ベリーの香り、わずかにバニラやスパイスが香ります。ブランド名の"カルフ"は先住民族の言葉で青という意味。モルとは「陽が落ちる場
所」を意味します。この土地の人々は星が海に落ちてヒトデになると信じていました。

①アマウタ アブソリュートトロンテス
②アマウタアブソリュートマルベック
アルゼンチンのサルタ州、海抜1,650ｍの冷涼なカファヤテ渓谷で造られるワインです。マルベックは5℃の低温前発酵マセレーションを4日間。その
後26℃～28℃の温度管理で14日間のアルコール発酵。15日間の後発酵マセレーション、マロラクティック発酵を行います。濃いガーネットの色合
い。プルーンや黒い果実の香り、まろやかな口当たりと酸のバランスが美しいです。濃すぎないので季節を問わず楽しみいただけます。トロンテスは

厳選酵母を使用し、カルボニックマセラシオンを４時間行います。26度から28度の温度管理で25日間のアルコール発酵を行います。輝きのあるレモンイエローの色調、味わいはパイナッ
プルのシロップ漬けや黄桃、次第にシトラスの香りが顔を出します。味わいはフレッシュで果実味豊かな口当たり、爽やかで心地よい酸としっかりとしたテクスチャーを感じます。ワインの名
前はその土地に伝わる高位なシャーマン「アマウタ」から付けられています。

① ② チリ/白 赤

①白 通常価格 3,080円→2,464円（税込） ②赤 通常価格 3,300円→2,640円（税込）

①白 2,057円（税込）②赤 2,200円（税込）

ニュージーランド/白

プロフェッツ・ロックピノ・グリ 2017
１度は飲むべきピノ・グリ！レベルの高さを体験できることでしょう！！

フランスの名門ド・ヴォギュエで修業したポール・プジョル氏がセントラル・オタゴ
で唯一無二のワインを造るために創業したプロフェッツ・ロック。ミシュランガイド
全世界版において、トップ50のレストラン中15以上のレストランがプロフェッツ・
ロックのワインを採用。アルザスでの経験が活きたピノ・グリは、白く輝くゴールド
の色調。ナシや白桃、柑橘類、マルメロやスパイスなどの香り。ミネラルも感じられ
ます。これらのアロマは口の中で幾重にも重なり、ほのかに感じる甘みにキリッと
した酸と長い余韻でしめくくられます。爽やかさと凝縮感のあるアロマによって、ど
んなお料理ともハーモニーを奏でます。

109206473 ニュージーランド/白

クメウ・リヴァーコディントン・シャルドネ 2015

この価格は最初で最後！？
三大シングル・ヴィンヤードが限定入荷！

1944年に設立されたニュージーランド・シャルドネのトップ生産者。単一畑のキュ
ヴェでありコディントン・ヴィンヤードのブドウを使用しています。基本的な醸造は
他のキュヴェと同じですが、クメウ本拠地から離れ、標高が高く、しっかり南向きの
斜面から全て手摘み収穫。綺麗な酸と果実のバランスの良い洗練されたキュヴェ。
樽使いが上品で、余韻もとても長く、数年の熟成を経てもフレッシュですが、まとま
りが出始めています！

109200875

通常価格 2,445円→2,310円（税込）

ブランク・キャンバス マールボロ・ソーヴィニヨン・ブラン 2019
マールボロの宝石と評価され、｢Vinous｣で95点獲得！

当主のマットがマスター・オブ・ワインの妻ソフィーと共に立ち上げたワイナリー。
ワインコンサルタント会社を創設、共同オーナーとしてデルタ・ヴィンヤードを創
業。最高のブドウと、こだわり抜いた醸造方法で造り上げる20年以上にも渡る幅
広い経験と知識の集大成。クラシックなマールボロのソーヴィニョン・ブランの表
情をみせるこのワインは質感があり、河原の石や海風によるミネラルの複雑な
ニュアンスがあります。ブラックカラントやグァバ、パッションフルーツの香りと味わ
い、エレガントなバランスとソルティなニュアンス。

109304677 ニュージーランド/白

通常価格 2,970円→2,500円（税込）

エルバルーチェは、北イタリアのカルーソ近辺にしか存在しない非常に珍しい品種。夜明けの光という意
味。エルバルーチェを100％使って作られるエルバルーチェ・ディ・カルーソは、2010年DOCGに認定。 
青リンゴやミント、カモミール、その中に葡萄品種の特徴を示すスパイス香。北のワインならではの酸味が
心地良くキレのある味わいが特徴です。大きめのグラスにサーブ後、時間の経過とともにアーモンドや
ヨーグルトのノーズを感じるワインもあります。ロンドンのラムゼイを筆頭に数々の星付きのレストランで
ソムリエとして働いていたジャンマルコ。地元のワイナリーで働きながら借りている畑でワイン造りを行っ
ています。使う農薬はボルドー液のみで、他の農薬は一切使わず、無施肥を実践。（こちらは2017年まで
「エルバルーチェディカルーソDOCG」でリリースされていたワイン。
2018年から官能検査で落とされたためIGTとしてリリースされています）

自然派

バダルッコ
グリッロ・ヴェルデ 2017

4年熟成オレンジワイン！熟成ナチュラルワインの傑作です！

グリッロとヴェルデホを秘密の割合でブレンドしたオレンジワイン。スペイン品種×
イタリア品種を使っているのは妻の故郷と自分の故郷との融合。シチリアもイタリ
アに帰属している期間よりもスペイン統治下の方が長かったですから、葡萄だって
土地に合わないはずはないと考えています。バリックとトノーで4～6か月樽熟成さ
れたパワフルなオレンジワイン！さらに瓶熟が長くなったことでナチュラルなのに、
香ばしい香りとのバランスが絶妙！飲み疲れしない味わいもGOOD！

109305281 イタリア/オレンジ

通常価格 4,950円→4,620円（税込）

自然派

リモーニオ（リモンチェッロ） リクオーレ・ディ・リモーネ NV
シチリアの自然農園からおじいちゃん秘伝！グラッパベースのリモンチェッロ！

109305271 イタリア/リキュール

　シチリアの緑のレモンをたっぷり使ったリモンチェッロ！レモンの産地であるため、
各家庭ごとに独自のリモンチェッロを作るのが定番です。こちらは、おじいちゃん秘
伝のレシピを、4人兄弟が引き継ぐ家族の味。日本でつくると通常スピリタス（ウォッ
カ）でつくることが多いですが、ベースはグラッパを使用した贅沢なリモンチェッロ！
着色料、保存料などの添加物は一切いれずに完全手作りです。ボトルの中の黒い成
分はレモン由来の成分ですのでご安心ください。食欲増進や食後に欠かせない“極
楽の一杯”として。今まで手作りしてしていた方も、ぜひ一度本場の味をお楽しみく
ださい！アルコール度数：35%  

通常価格 3,850円→3,630円（税込）

20%OFF

1,650円（税込）

7,700円（税込）

16,000円（税込）

4,290円（税込）

通常価格 5,390円→4,070円（税込） 通常価格 6,820円→5,000円（税込）

①赤②白各1,320円（税込）

数量限定
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今月のおすすめワイン「新商品が続々入荷！スタッフが本気で選んでます！」

フランス/シャンパーニュ

Ｒ・ルノーダン　
ブリュット・レスピエグル ミレジム 2008

シャンパーニュ過去最高の2008年をこの価格で！？
実力派ブラン・ド・ブランが待望の再入荷です！

エペルネ市の南にある、ムシー村に1724年から続く由緒あるブドウ栽培家。全て
のキュヴェで一番搾りのみを使用するなど品質の高さから、パリのタイユヴァン本
店のハウス・シャンパーニュに依頼される実力派！しかし、依頼される量があまりに
も多く、クオリティ維持のため断ったなどという伝説を持ちます。泡を抜いて飲むと
まるでブルゴーニュのシャルドネのような凝縮感のある味わい。まだまだ熟成も可
能な、シャンパーニュ過去最高の2008年ヴィンテージです！

109209949 一万以下で買える当店唯一の2008年シャンパーニュ！

ベルナール・エ・ドミニク・マルタン グロ・プラン 2019

酸味フェチ注目!
すっぱいワインファンのアナタにお勧めしたいクエン酸系ワイン！

レモンのようなすっぱいワインが実は好き！という当店会員の方は実は多いので
は!?と思い、この夏に飲みたいクエン酸系の酸味が特徴的なサッパリ！スッキリ!
レモンの代わりになるくらいすっぱ旨いワインが楽しめるワインをご紹介します!
産地はミュスガデ・セーヴル・エ・メーヌの北東地。使用されているブドウ品種は
グロ・プラン(フォル・ブランシュ)!それをシュール・リーして味わいに厚みを持た
せています。なので只々酸が強いだけではない味わい深いワインとなります！
クセになる中毒性が高いグロ・プランをお見逃しなく!

109305406 フランス/白

アメリカ/白

アメリカ/白夏にぴったり!強い酸味とごくごく飲める味わいがクセになります！

バシュレ・モノ シャサーニュ・モンラッシェ 2018

試飲して一番人気が高かったシャサーニュ・モンラッシェ!
ぜひ2日に分けて楽しんで頂きたい逸品…。

正規輸入元のご好意でスタッフのためのプチ試飲会で、店長を始め多くのスタッ
フから高い人気を得たのがこのシャサーニュ・モンラッシェ!2005年設立。マラン
ジュを拠点に祖父や父が設立したドメーヌを引き継ぐ形でスタート。現代では世界
中で争奪戦が繰り広げられる人気生産者!2018年の太陽の恩恵がありながら他
の銘柄より筋肉質で果実の厚みに優れています。気持ちの良い酸味はぜひ夏に楽
しみたい!注目を得る人気生産者をお見逃しなく!

109305407 フランス/白 2日目以降もしっかりと美味しいモダン・ブルゴーニュ! 評価の高い2018年のトゥーロ・ジュイヨ！フランス/赤

カステルモール協同組合 サンサ！ 2019

超優良協同組合！
元気な果実味の亜硫酸塩無添加ワインがこの価格で！

今回ご紹介するサンサ！は南仏らしい濃くて果実味たっぷりでスパイシー＆パワフル！そして、じわ～っ
と広がる美味しい余韻。1921年、ラングドックに創業したカステルモール協同組合。将来はラングドッ
クのワインが価格だけでは売れなくなることを予見し、1978年から品質を追い求めたワインの生産
に着手してきました。気候に恵まれたラングドックではまだここ数年で品質の向上をはかりはじめた
生産者も多く、この協同組合のように昔から本気で品質向上に努めてきた生産者は非常に稀。このお
値段で亜硫酸塩無添加、この味わい！本当に驚きです！自然派ワインを飲み慣れた人にカジュアルに
楽しんでいただきたい！少し冷やして、2日に分けて飲んでも〇!

109304630 フランス/ラングドック 協同組合だから出来るこの価格！少し濃いめのナチュラルワイン！

自然派

セッラ・モスカ トルバート・スプマンテ・ブリュット
サルディーニャ島で愛される絶品スプマンテ！

サルデーニャ島のセッラ&モスカ社のみが栽培している希少な品種「トルバート」。
このトルバート種のみを使ったワインで、さらにスプマンテ仕立てされた逸品！南の
島サルディーニャは世界中のセレブが訪れるリゾート地として有名で、こちらのワイ
ンは最高の海の幸と提供される絶品スプマンテ！生産量が限られていますので、こ
れまでなかなかお目にかかる機会のなかった逸品。トルバートの果実味が強く、心
地よいミネラルが絶妙のバランス。日常楽しむ泡として、求めているコクがここにあ
ります。島のワインですので、特に魚介と相性抜群！夏に一押しのワインです！

109305164

モンテ・マレット ヴェッキエ・トノー 2019
エルバルーチェ100%の白！この品種、今後要注目です☆

109304950 イタリア/白

イタリア/白泡

ボデガス・タゴニウス セニョリオ・デ・タフーニャ・レセルバ 2006
驚愕の味わい！2021年のBEST BUY WINEの座はほぼ確定！

ブラインドで出せば必ず誰しもが「価格は5,000円以上、15年以上は熟成された
ワイン」と答えるほどの上質で洗練された味わい！しかも1,500円とはさらに驚
き！ボデガス・タゴニウスは、首都マドリッドにある都市郊外型ワイナリー。熟成はア
メリカンオーク樽225Lで12ヶ月。その後、24ヶ月以上の瓶内熟成を経て出荷。熟
した果実とスパイスの香り、ほのかにカカオやバニラのニュアンスも。長期熟成に
よる複雑味、厚みのあるボディ、長い余韻が楽しめます。この価格でこの味わい、熟
成感のあるワインはまずありません！
※抜栓の前に裏面の注意事項を必ずお読みください。

109304751

スペイン/ロゼ

1,850円（税込）

ボデガ・チャコリ・レサバル チャコリ・レサバル・ロゼ 2020
瓶詰めしたて！海を感じる愛らしいロゼのチャコリ！

海が一望できる斜面に畑を持つチャコリ・レサバルは、1996年にサラウスの地に
設立された家族経営のワイナリー。伝統的なエンバラード（棚造り）にこだわり、全
てが手作業。このロゼのチャコリは、瓶詰めしたての2020ヴィンテージ！バスク地
方の豊かな緑に囲まれ、海に面した畑で海風を受けて育ったブドウから造られま
した。イチゴやサクランボのような愛らしい赤い果実のニュアンス。シュール・リー
由来の旨味もたっぷり詰まっています。心地よくフレッシュで、どこか海を感じる味
わいと繊細な微泡が心も身体も癒してくれます。

109305358

4,620円（税込）

ハーマン・Ｊ・ウィーマー　
ドライ・リースリング 2018

リースリングにおいて「全米トップ」と名高いニューヨークの生産者!

今、ニューヨークのみならず、全米で最も高い評価を得るリースリングを造るハーマ
ン・J・ウィーマー。NYワインの父、Drコンスタンティン・フランクに師事した、NY第二世
代を代表する生産者です。西海岸に比べると冷涼な東海岸のワインは、酸が綺麗に表
現され、アルコールも少し控えめでエレガント。無農薬のブドウを全房プレスしたの
ち、少量ずつ7ヶ月以上に渡って、天然酵母で低温発酵しブレンドします。レモネード、
ピーチ、メロン等の香り、溌溂としてアロマティック、さらに長期熟成による進化も期待
できる、非常に高いポテンシャルを持ったリースリングです。

109302144

ザ・ヒルト シャルドネ サンタ・バーバラ 2017
果実と土壌の良いとこどり！スクリーミング・イーグルの姉妹ワイナリーが造るシャルドネ！

ザ・ヒルトはサンタ・バーバラの沿岸部に位置し、自社畑からシャルドネとピノ・ノ
ワールを生産するプレミアムワイナリーです。スクリーミング・イーグルの姉妹ワイ
ナリーとしても知られ、技術の高さを感じる高品質なワインで人気。若き才能あふ
れる醸造家マット・ディーズが造るワインは、果実味と繊細さの「ちょうど真ん中」
を行く素晴らしいバランスを持っています。このシャルドネは、黄金桃、レモンオイ
ルなどの果実味と、火打石を思わせるミネラル感、程よいクリーミーさがバランス
よく感じられます。サンタ・バーバラの良さがぎっしり詰まったエネルギッシュな
シャルドネです！

109304277

109305352

大幅価格改定で値下げ！

日本新入荷！

オー・ボン・クリマ “ラーム・ド・グラップ” ピノ・ノワール 2016
日本を愛してくれたジム・クレンデネン氏に敬意を込めて！

「仏ブルゴーニュの神様」アンリ･ジャイエの基で修行し、その経験を自身のワイン
造りで発揮、サンタ・バーバラを世界的人気産地に導いたジム・クレンデネン氏。非
常に残念なことに2021年5月、世界中のワイン愛好家に惜しまれつつジム氏が亡
くなりました。ラーム・ド・グラップは、彼らが"Every once in a lifetime"（長い一
生でたまに）で造る、トップ・キュヴェを超える、超上級キュヴェ。ABCの中でも珍し
く除梗せず、全房発酵するワイン。梗が木質化した特異なヴィンテージのみ造られ
ます。現時点では2001年と2005年2016年のみ。ワイン名の意味は「ブドウの房
の涙」。熟成も可能な偉大なワインです。

109203663 アメリカ/赤

ゲルノット & ハイケ ハインリッヒ グラウエ フライハイト 2018
陶器のボトルが目を引く、オーストリアを代表するオレンジワイン♪ 

現当主ゲルノット氏が祖父から畑を引き継いだ当時、この地区は赤ワインに注力する生産者は皆無でした。
しかし「この土地にはツヴァイゲルトやブラウフレンキッシュが合う！」と感じ畑を買い醸造所も改築。このワ
インはライタベルクの葡萄を使用しており、ピノ・グリはシスト土壌、ピノ・ブランとシャルドネは真っ白な石灰
岩土壌の畑。アンフォラとオークの大樽で発酵後、17ヶ月熟成させ、無清澄、無濾過でSO2も無添加でボトリ
ング。2017年ヴィンテージがDecanterの「オレンジワイン特集」で最高得点で第一位に輝き、一躍オースト
リアを代表するオレンジワインとして知られるようになった1本！陶器で造られたボトルも美しく、ギフトにも
ピッタリ！2018年も柚子やオレンジの皮を感じさせつつ、円やかな南国フルーツに様々なハーブの香りを
纏ったワインに仕上がっています♪ワイン会などで活躍する事間違い無し。 

109304704 オーストリア/オレンジ

2,420円（税込）

豊盃 純米吟醸・涼風
昨年初めてリリースされ大人気だった夏の純米吟醸が今年も入荷！

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」。青森生まれの酒米『華想い』を麹
米、掛現在日本で醸す蔵は三浦酒造のみとなった『豊盃米』を掛米に使用した他で
はできない唯一無二の組み合わせ！豊盃米の独特なコクのある味わいに、華想い
の華やかさが加わりとても新しい味わいに仕上がっています。涼しげなカラーの
こぎん刺しデザインも目を引きますので、お中元や夏のギフトにもピッタリです♪

143000077 日本/日本酒

メートル・ド・シェ ジンファンデル
“スタンビード” クレメンツ・ヒルズ 2018

今最も勢いがある若手コンビのエレガント系ZIN！冷やして飲みたい赤ワイン！

カリフォルニア・ナチュラルワインの先駆者「スコリウム・プロジェクト」のアシスタントを長年務めたアレックス・ピッ
ツが独立。同じくニューカリフォルニア系トップ生産者の一人レオ・スティーンで醸造を学び、三つ星でソムリエをし
ていたマーティン・ウィンスターとタッグを組んで設立しました。2019年には全国紙の「注目醸造家」に選ばれ、今
最も勢いがある若手コンビです。「醸造責任者」を意味するワイナリーは、醸造や裁判の知識を共有してくれた恩師
がいたからこそ現在の自分が居る。という想いが込められています。1940年代に自植樹された、自根のジンファン
デル。ベッドロックのクリスとモーガンに紹介されてスタートした畑。リッジのジンファンデルにインスピレーション
を受けている通り、エレガントで飲み飽きしないがフレーヴァーの強い味わい。

アメリカ/赤

1,980円（税込）

3,960円（税込）

7,920円（税込）

グレネリー レディ・メイ レッド・ワイン 2010
ワイナリーの地下倉庫で熟成されたバックヴィンテージ！

ポイヤックの2級生産者シャトー・ピション・ロングヴィルの元オーナーが始めたワ
イナリー。南アフリカに居ながらフランスのニュアンスを持ったクラシックなスタイ
ルのワインを生産しています。豊かな自然環境と最新設備から世界的に高い人気
を誇ります。「レディ・メイ」はオーナーであるメイ夫人の名をつけたグレネリーの
最高峰ワイン。カシスやブラックチェリー、ほんのりとスパイシーなプラムの香り。
ふくよかで余韻の長い味わい。南アフリカ最高のボルドーブレンドと言われること
もしばしば。今回は希少な蔵出しバックヴィンテージが入荷しました。

109305408 南アフリカ/赤スペイン/赤

9,680円（税込）

暑い時期にも楽しめるエレガントなマルベック
トロピカルなニュアンスが嬉しいトロンテス

①109304732
②109304731① ② アルゼンチン/白 赤

1,705円（税込）

9,537円（税込）

ドメーヌ・トゥーロ・ジュイヨ メルキュレイ・Ｖ・Ｖ 2018

2018年のブルゴーニュは本当に素晴らしい！
メルキュレイの実力派も高評価を獲得しました！

109305062

日本ではあまりメジャーではないブルゴーニュ隠れた銘醸地メルキュレイ。その土地で家族経
営でワインを生産し、LA REVUE DU VIN DE FRANCEなどで2つ星を取得するなど国内外で
高い評価を得ているのがこのトゥーロ・ジュイヨなのです。2018年は彼ら繊細では花の香り
がする優雅なワインに太陽の力が後押しする素晴らしいヴィンテージとなり、欠品が続出。し
かしこの銘柄だけは多く仕入れ、DM用にキープしておきました!フランボワーズ、スミレ。ベ
リーの味わいは例年よりも芳醇で2日目も美しい艶があります。ブルゴーニュ村名ワインに負
けない味わい！ぜひご賞味ください！

通常価格 5,170円→4,620円（税込）

プラドレイ①ヴェルデホ・セレクシオン・エスペシアル 2014
②クリアンサ 2009

サスティナブルなワイナリー運営で最も注目を集める最先端のボデガ！

①109304804
②109304805 スペイン/白 赤

「王様の草原」の意味を持つボデガス・プラドレイは、14世紀まで遡る歴史を持ちます。
①D.O.ルエダの古樹のヴェルデホを用いてフレンチオーク樽で3-4ヶ月熟成。トロピカ
ルフルーツや、バニラ、バルサミコ、ほのかなスパイス香などの複雑なアロマが魅力。
樽のニュアンスと酸、シルキーな口当たりのバランスに非常に秀でた奥行きのある味

わい。②完璧なまでの酸と果実味とタンニンのバランス。しなやかで美しい骨格があり、その類稀な洗練さで
プラドレイの実力が推し量れる逸品。銘醸地、リベラ・デル・ドゥエロの2009年でこの価格は即買いです！

① ②

6,490円（税込）

数量限定

①カルフ モル ピノ・ノワール
②カルフ モル ソーヴィニヨン・ブラン

海をイメージし冷涼な土地を感じるワイン

①109305008
②109305007

ヴィーニャ・ヴェンティスケーロはモダンで時代を先駆ける高品質なワインを100%自社畑で作るワイナリー
です。環境を非常に大切にし、サスティナブルなワイン造りをしています。そんな彼らがカサブランカで作るブ
ランド「カルフ」は涼しい太平洋沿いを表現したワインです。海沿いのこの土地の気候はシャンパーニュ地方
と同じくらいの気温でとても冷涼です。味わいはソーヴィニヨン・ブランは柑橘やパイナップルが香り、海のミ
ネラルやハーブのニュアンスを感じます　ピノ・ノワールはやわらかくジューシーな味わいにチェリーやラズ

ベリーの香り、わずかにバニラやスパイスが香ります。ブランド名の"カルフ"は先住民族の言葉で青という意味。モルとは「陽が落ちる場
所」を意味します。この土地の人々は星が海に落ちてヒトデになると信じていました。

①アマウタ アブソリュート トロンテス
②アマウタ アブソリュート マルベック
アルゼンチンのサルタ州、海抜1,650ｍの冷涼なカファヤテ渓谷で造られるワインです。マルベックは5℃の低温前発酵マセレーションを4日間。その
後26℃～28℃の温度管理で14日間のアルコール発酵。15日間の後発酵マセレーション、マロラクティック発酵を行います。濃いガーネットの色合
い。プルーンや黒い果実の香り、まろやかな口当たりと酸のバランスが美しいです。濃すぎないので季節を問わず楽しみいただけます。トロンテスは

厳選酵母を使用し、カルボニックマセラシオンを４時間行います。26度から28度の温度管理で25日間のアルコール発酵を行います。輝きのあるレモンイエローの色調、味わいはパイナッ
プルのシロップ漬けや黄桃、次第にシトラスの香りが顔を出します。味わいはフレッシュで果実味豊かな口当たり、爽やかで心地よい酸としっかりとしたテクスチャーを感じます。ワインの名
前はその土地に伝わる高位なシャーマン「アマウタ」から付けられています。

① ② チリ/白 赤

①白 通常価格 3,080円→2,464円（税込） ②赤 通常価格 3,300円→2,640円（税込）

①白 2,057円（税込） ②赤 2,200円（税込）

ニュージーランド/白

プロフェッツ・ロック ピノ・グリ 2017
１度は飲むべきピノ・グリ！レベルの高さを体験できることでしょう！！

フランスの名門ド・ヴォギュエで修業したポール・プジョル氏がセントラル・オタゴ
で唯一無二のワインを造るために創業したプロフェッツ・ロック。ミシュランガイド
全世界版において、トップ50のレストラン中15以上のレストランがプロフェッツ・
ロックのワインを採用。アルザスでの経験が活きたピノ・グリは、白く輝くゴールド
の色調。ナシや白桃、柑橘類、マルメロやスパイスなどの香り。ミネラルも感じられ
ます。これらのアロマは口の中で幾重にも重なり、ほのかに感じる甘みにキリッと
した酸と長い余韻でしめくくられます。爽やかさと凝縮感のあるアロマによって、ど
んなお料理ともハーモニーを奏でます。

109206473 ニュージーランド/白

クメウ・リヴァー コディントン・シャルドネ 2015

この価格は最初で最後！？
三大シングル・ヴィンヤードが限定入荷！

1944年に設立されたニュージーランド・シャルドネのトップ生産者。単一畑のキュ
ヴェでありコディントン・ヴィンヤードのブドウを使用しています。基本的な醸造は
他のキュヴェと同じですが、クメウ本拠地から離れ、標高が高く、しっかり南向きの
斜面から全て手摘み収穫。綺麗な酸と果実のバランスの良い洗練されたキュヴェ。
樽使いが上品で、余韻もとても長く、数年の熟成を経てもフレッシュですが、まとま
りが出始めています！

109200875

通常価格 2,445円→2,310円（税込）

ブランク・キャンバス マールボロ・ソーヴィニヨン・ブラン 2019
マールボロの宝石と評価され、｢Vinous｣で95点獲得！

当主のマットがマスター・オブ・ワインの妻ソフィーと共に立ち上げたワイナリー。
ワインコンサルタント会社を創設、共同オーナーとしてデルタ・ヴィンヤードを創
業。最高のブドウと、こだわり抜いた醸造方法で造り上げる20年以上にも渡る幅
広い経験と知識の集大成。クラシックなマールボロのソーヴィニョン・ブランの表
情をみせるこのワインは質感があり、河原の石や海風によるミネラルの複雑な
ニュアンスがあります。ブラックカラントやグァバ、パッションフルーツの香りと味わ
い、エレガントなバランスとソルティなニュアンス。

109304677 ニュージーランド/白

通常価格 2,970円→2,500円（税込）

エルバルーチェは、北イタリアのカルーソ近辺にしか存在しない非常に珍しい品種。夜明けの光という意
味。エルバルーチェを100％使って作られるエルバルーチェ・ディ・カルーソは、2010年DOCGに認定。 
青リンゴやミント、カモミール、その中に葡萄品種の特徴を示すスパイス香。北のワインならではの酸味が
心地良くキレのある味わいが特徴です。大きめのグラスにサーブ後、時間の経過とともにアーモンドや
ヨーグルトのノーズを感じるワインもあります。ロンドンのラムゼイを筆頭に数々の星付きのレストランで
ソムリエとして働いていたジャンマルコ。地元のワイナリーで働きながら借りている畑でワイン造りを行っ
ています。使う農薬はボルドー液のみで、他の農薬は一切使わず、無施肥を実践。（こちらは2017年まで
「エルバルーチェディカルーソDOCG」でリリースされていたワイン。
2018年から官能検査で落とされたためIGTとしてリリースされています）

自然派

バダルッコ
グリッロ・ヴェルデ 2017

4年熟成オレンジワイン！熟成ナチュラルワインの傑作です！

グリッロとヴェルデホを秘密の割合でブレンドしたオレンジワイン。スペイン品種×
イタリア品種を使っているのは妻の故郷と自分の故郷との融合。シチリアもイタリ
アに帰属している期間よりもスペイン統治下の方が長かったですから、葡萄だって
土地に合わないはずはないと考えています。バリックとトノーで4～6か月樽熟成さ
れたパワフルなオレンジワイン！さらに瓶熟が長くなったことでナチュラルなのに、
香ばしい香りとのバランスが絶妙！飲み疲れしない味わいもGOOD！

109305281 イタリア/オレンジ

通常価格 4,950円→4,620円（税込）

自然派

リモーニオ（リモンチェッロ） リクオーレ・ディ・リモーネ NV
シチリアの自然農園からおじいちゃん秘伝！グラッパベースのリモンチェッロ！

109305271 イタリア/リキュール

　シチリアの緑のレモンをたっぷり使ったリモンチェッロ！レモンの産地であるため、
各家庭ごとに独自のリモンチェッロを作るのが定番です。こちらは、おじいちゃん秘
伝のレシピを、4人兄弟が引き継ぐ家族の味。日本でつくると通常スピリタス（ウォッ
カ）でつくることが多いですが、ベースはグラッパを使用した贅沢なリモンチェッロ！
着色料、保存料などの添加物は一切いれずに完全手作りです。ボトルの中の黒い成
分はレモン由来の成分ですのでご安心ください。食欲増進や食後に欠かせない“極
楽の一杯”として。今まで手作りしてしていた方も、ぜひ一度本場の味をお楽しみく
ださい！アルコール度数：35%  

通常価格 3,850円→3,630円（税込）

20%OFF

1,650円（税込）

7,700円（税込）

16,000円（税込）

4,290円（税込）

通常価格 5,390円→4,070円（税込） 通常価格 6,820円→5,000円（税込）

①赤②白 各1,320円（税込）

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 冷凍品

季節商品のため無くなり次第終了

140g

4g×14本入

200g 190g

イタリア・ローマの名門、フィカッチ社のグリーンオリー
ブをひまわりオイルに漬けました。比較的大粒で丸くコ
ロンとしたシチリア産のノチェラーラ・デル・ベリーチェ
種を使用。果肉は厚めで引き締まり、種から剥がれやす
く、食べやすいのが特徴。ひまわりオイルに漬けたこと
でオリーブの実が綺麗な緑色に保たれ、オリーブの実
に艶を与えます。さら
にMAP包装（二酸化
炭素と窒素使用）のお
かげで塩水漬け並み
に品質が保たれます。
スナック感覚で食べら
れるカリっとした食感
のフレッシュなオリー
ブです！

304101152

フィカッチ 
グリーンオリーブ・オイル漬け

スナック感覚で食べられる
フレッシュなグリーンオリーブ！

日本/北海道

486円（税込）

フラボノイドを多く含み、天然の抗生物質と呼ばれるプ
ロポリス。殺菌・抗菌が強いマヌカハニー。2種類の癖の
強い蜂蜜を優しい味わいの百花蜜が上手に調和。蜂蜜
マイスター監修の食べやすくて美味しい蜂蜜。プロポリ
スやマニカハニーが苦手な方にも納得して頂ける美味
しさ！小分けだから使いやすい♪毎日夜に1本食べて、
健康な日々を応援してくれます！

304101089

神戸養蜂場 Biene Biene
マヌカブレンド+プロポリススティックハニー

美味しくて体にいい！最強なはちみつ登場！

1,296円（税込）

入荷個数に限りがあるので、ご利用
の方はご予約をお薦めします。

大変珍しい「羊の心臓」が入荷しました！見た目で敬遠
せずに、怖がらずに食べてみて下さい！新鮮なハツをじ
っくりとスモークしているので、内臓特有の臭みや癖は
殆ど無い上にモッチリな歯ごたえ・食感がたまらなく癖
になります♪ハツには、ビタミンA・B1・B2・鉄分がとて
も豊富ですので女性の方にもおすすめです。解凍して
カットするだけで召し上がれます！詳しい食べ方やより
美味しく食べれるワンポイントアドバイスをまとめたも
のを店頭売り場にご用意しております。羊て！ハツて！こ
んなに美味しいの！？と感動して頂けること間違い無し
です！！

304101155

東洋肉店 羊の心臓スモーク

食わず気嫌い克服！内臓好きの五感を刺激する
モチッリとした食感がたまりません！！

製造：北海道/原材料：豪州

ドイツ発、ヴィーガン製品を専
門に取り扱うお店の「Veganz
（ヴィーガンズ）」のオリジナル
商品。「Veganz」は欧州各地に
店舗を構えるほか、世界各地に
商品を提供しています。CO2の
削減や生物との共存を大切に
し、サステイナブルな取り組み
を行っているブランドです。動
物性原材料（バター・卵）は不使
用。さらにマーガリンも不使用。
余分なカロリー摂取も抑えな
がら、不思議なほどサクサクの
食感で楽しめる美味しさです。
有機小麦をベースに有機レモ
ンオイルをきかせ、サクッとした
軽い食感と爽やかなレモンの
風味が香るビスケット！

3041001185

ヴィーガンズ 有機ビスケット・レモン

ドイツ発、ヴィーガン専門店「Veganz」の
オリジナル商品！

長野市千曲川ほとりの竹内夫妻が営む果樹園で収穫し
た青りんごを使用し竹内夫人が仕込む極上コンフィチ
ュール。青りんごの酸味と清涼感の中にバニラの香りと
ラム酒のコクと味わいが完璧なバランスで溶け込んで
いるので、開封時のラム酒とバニラビーンズの香りに衝
撃を！甘すぎないので男性や甘いものが苦手な方にも
喜ばれます！果樹園のそばのカフェではミルクと合わせ
て提供♪牛乳に合わせても美味しいのですが、ぜひ同
ページに掲載している
フロマージュブランと召
し上がってみてくださ
い。私はバイヤー人生で
一番衝撃を受けたペア
リングでした。

304101069

ラ・フルティエールタケウチ 
青りんごバニララム コンフィチュール

大人が喜ぶ贅沢な味わい。記憶に残る極上の美味しさ。

1,296円（税込）

ドイツ 日本/長野県 オーストラリア

540円（税込）

150g前後

899円（税込）

酸味はヨーグルトよりやさしく、生クリームよりあっさり
した味わいのフロマージュブランは製造方法が他のチ
ーズより簡単なため、ご家庭で作るかたもいらっしゃる
と思いますが、こちらのフロマージュブランは一味違い
ます！川瀬チーズ工房のパティシエの経歴をもつ川瀬
夫人が仕込むフロマージュブランはスイーツのような
滑らかな口当たり♪もっちりした食感と後味のさっぱり
感が食べると幸
福感をもたらして
くれます♪そのま
ま食べても美味し
いですが、今回は
ぜひ同ページの
「青りんごバニラ
ラムコンフィチュ
ール」とお召し上
がりください。

304100682

川瀬チーズ工房  フロマージュブラン

ホイップクリームのような滑らかさと
ギリシャヨーグルトのようなもっちり感が最高！

イタリア

イタリア

この甘くて栄養価の高いダッテリ
ーニ品種はイタリアでは際立った
甘さから、最近ますます人気が高
くなっています。黄金のトマト（ゴ
ールデンイエロー）は抗酸化作用
が高く、植物繊維、カリウム、ビタ
ミンC、カルシウムも豊富。完熟し
た採れたてトマトを収穫後数時

間～12時間のうちにトマトソー
スにし、風味を損なうことがな
いよう低温50度の圧力鍋で半
分まで煮込み、塩とオリーブオ
イルを加えます。トマトの旨味が
活きていて、甘みと酸味が絶妙！
魚介類にもお肉料理にもよく合
います。

ラ・クチネッタ 有機カラフルミニトマト・
ゴールデンイエロー

当店でも人気のトマトソース「ラ・クチネッタ」から
ゴールデンイエローが仲間入り！

540円（税込）

タプナードとは南仏プロヴァンス地方を発祥とするオリ
ーブのペースト。アールノー社のタプナードは、種を抜
いたブラックオリーブにケーパーやオリーブオイル、ア
ンチョビ、プロヴァンス産のタイムを加えた上品な味わ
い。トーストしたバゲットにそのまま塗ってカナッペに。
白身魚や鳥肉の表面に塗ってからグリルしたり、料理の
横に添えてもでよ
し。野菜との相性
も抜群なのでドレ
ッシングに加えて
も最高。天気の良
い休日のブランチ
にプロヴァンス産
のワインと一緒に
楽しみたい！

304101033

アールノー 
ブラックオリーブ・タプナード

南仏プロヴァンス感漂う上品なオリーブペースト！

1,512円（税込）

150g

110g

496円（税込）

エトナ山で収穫したばかりの唐辛子を同じく
エトナ山で早摘みした地元の古代種ノチェラ
ーラ・エトネア種のオリーブと一緒に潰して
搾っています。収穫したばかりのごく新鮮な
唐辛子を使うのが卓越した美味しさの秘
密。雑味がない澄んだ辛さは、幅広いお料理
に合います。ソテーした野菜や、パスタの仕
上げ、お肉料理のアクセントにも。ピッツァや

トマトソース
に加えると辛
味だけでなく
風味がぐんと
よくなります。じわじわと
ひろがる辛味が癖になり
ます！

3041001104 イタリア3041001105

ロマーノ 
ペペロンチーノオリーブオイル

シチリア、エトナ山より！
香り豊かなフレーバーオイルが届きました

1,944円（税込）

冷凍品のため店頭販売のみ

フランス

100mℓ
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持っておいて損は無し！ 便利な雑貨です！

通常価格 7,920円→7,128円（税込）

各2,420円（税込）

数量限定6脚おまとめ買い価格10％オフ

6脚1脚

サイズ：口径 約54mm、最大径 約79mm、高さ 220mm、最大容量 360ml

本体サイズ：長さ119mm(閉じた状態）
フック：ステンレス製(サテン仕上げ）
ハンドル：生分解性プラスチック樹脂 

［横型］449×90×275mm ［縦型］155×103×420mm
素材：ポリエステル、ネオプレーン、ジェル

Mサイズ約40×70cm
素材：ポリエステル 85%
ナイロン 15%

①402003496 ②402003497 ③402003498 フランス

①18,480円 ②2,090円 ③2,640円 ※全て税込価格です。

創業100年以上の歴史を持つスロバキアの老舗ガラスメーカー、RONA
ロナ社。設立当初より熟練の職人が作るハンドメイドグラスの技術はヨー
ロッパ髄一と言われ世界の有名ガラスメーカーのOEM(相手先メーカー
が製造を委託し、その製品を相手先メーカーのブランドとして販売するこ
と）供給元としても有名です。同時にマシンメイドに関しても最新の技術
を開発、高品質でコストパフォーマンスに優れたグラスを次々と生みだし
国際的グラスメーカーとして高く評価されています。
そんな最新技術で作られたこちらはシンプルなデザインと形状で日常使
いにピッタリ、白ワインはもちろん、カジュアルな赤ワインもお使いいただ
けます。さらに、1箱6脚のおまとめ買いは10％オフとなっております！ス
マートなので何脚かテーブルに並べても優雅な雰囲気でそれほど場所も
取りませんのでご自宅でのワイン飲み比べなどで楽しむのも良いですね。

402003569 スロバキア

RONA ロナ ホワイトワイン

ベーシックな形がとても使いやすい人気の万能グラスが待望の再入荷！
6脚おまとめ買いは10％オフです！

伝統技法にモダンな色や形状をプラスして機能美の高い製品を
作るソムリエナイフメーカーのリニュー社。
ナイフを立てた姿がカナディアンインディアンに似ている事が名
前の由来の「リロクア」
シリーズはカラフルな
ハンドル部分は廃棄の
際自然に負荷を与えな
い生分解性プラスチッ
ク樹脂を使用、インディ
アンマークの刻印され
たフックは垂直にコル
クを半分ずつ引き上げ
るダブルレバーシステ
ムで、女性でもスムー
ズに抜栓が可能です。

①リニューデュブルベイ リロクア
ミネラルブルー②ラグーンブルー③ピンク

見た目も使いやすさも〇爽やかパステルカラーが
心地よい、環境にも配慮したソムリエナイフ

23,760円（税込）

402001239 日本

ワインの香りを構成する要素を表現する為のトレー
ニングキッドです。日本の食品香料会社が開発した
香りのサンプルの為、本物の果実や植物に近い"本
来の香り"を学習できます。
付属の試験紙を使い数種類のの香りをブレンドして
ワインの複
雑な香りを
再現すること
ができます。

ワイナロマ香りのサンプル

資格試験対策、ブラッシュアップに！
ワインの香りを表現しましょう

5,280円（税込）

4,180円（税込）

各3,080円（税込）

1,320円（税込）

402003411

ソムリエ・ワインエキスパート資格試験勉強に活
躍する、ブラインドテイスティングボトルスリーブ
が6枚セットになっております。黒地に白い数字
が印刷されているシンプルなデザインでブライン
ドテイスティ
ン グ の モ チ
ベーションが
アップしそう
な対策グッズ
です。伸縮性
に 優 れ た
ウェットスーツ
素材です。

ブラインドテイスティングボトル
スリーブ6本用

ブラインドテイスティングに役立つ
伸縮素材のボトルスリーブ

402003561 スペイン

酸化の原因となる揮発性成分
と酸素の接触を抑制。
飲みかけのシャンパンのボトル
に被せるだけで酸化の進行を
遅らせることができます。
一目でロック・アンロックを確
認する事が出来るロックシステ
ムを採用しています。

アンチオックス
シャンパンストッパー

ロックシステムを採用したシャンパンストッパー

～Birdyデキャンタ～
1951年創業、愛知県豊田市の町工場
から生まれたファクトリーブランド
「BIRDY.バーディー」プロご用達の
様々なカクテルツールの中でも、ひと
きわクールな存在感を放つステンレス
製のデキャンタ。バーカウンターにも
しっくりとはまる、シンプルでコンパク
トなステンレス製のBIRDYデキャン
タ。小ぶりなので1、2杯用のデキャン
ティングにとっても便利なのはもちろ
ん、大きな特徴は、内側表面に施され
た0.1ミクロンレベルの凹凸！この横山
興業が培った独自の研磨技術の賜が
液体の味わいを繊細かつ大胆に変化
させます！
ウィスキーや日本酒との相性も抜群、
一個持っているとお酒の楽しみ方がグ
ンと広がりますよ♪

①402003385 ②402003394 ③402003395 日本

BIRDY ①デキャンタD700 ②グラスタオル M ③グラスタオル L
日本の高い技術を実感できる！ BIＲDYの製品、是非体験ください。

①402003513 ②402003514

外側はキルティングのポ
リエステル素材、内側は丈
夫なネオプレーン素材 
（ウェットスーツ等に使用
される伸縮性のある素材）
の保冷バッグ、 付属のジェ
ルをあらかじめ冷凍庫で
凍らせ、冷えたワインボト
ルに巻き付けてバッグに
イン！保冷をキープしなが
ら運ぶ事も可能です。（太
目のボトルは収納できな
い場合がございます）大切
なワインはもちろんナチュ
ラルワインなど繊細な商
品は是非このような保冷
剤付きのバッグのご利用
をおすすめします♪

FunVino
キルティング保冷バッグ ①横 ②縦

光沢のあるキルティング素材がお洒落！
保冷剤付きで夏場の持ち運びも安心です。

①

②

③

①

②

①

②

③

【デキャンタワインクラブのお知らせ】
横山興業さん主催、デキャンタと当店で販売中のワインをあわせたオンラインイベントの募集を現
在承っております。3ヶ月1パック。詳細は当店HPをチェックくださいませ。

商品開封時、素材由来の香りが感じられる場合は風通し
の良い場所での陰干しをお勧めします。
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109207741

689セラーズ サブミッション
カベルネ・ソーヴィニヨン 2018

今、買うべき
濃厚カベルネの決定版！

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会社として長年
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。当店でも大人気の689セラーズか
ら新しいキュヴェがリリースされました！ナ
パ、ソノマ、モントレー、パソ・ロブレスという
名だたる産地のブドウを用いで、凝縮感と
余韻の長く、香り高いカベルネ100％です。
この価格帯には、珍しく新仏樽30％で15か
月熟成している超お買い得ワイン！バイヤー
がデイリーで飲みたい１本

通常価格 2,530円→2,420円（税込）

2021年 上半期売上ランキング best3!
109004624

コーペラディヴァ・フラ・プロデュットーリ バローロ・リセルヴァ･コルダーナ 2011
当店「最強」！ 不動の人気を誇る熟成バローロ！

10年以上熟成している2011年ヴィンテージのバローロが、このコストパ
フォーマンスとは・・・！力強いだけのバローロとは一味違う熟成系です。ドラ
イフラワーやスパイスなどの香りと、バランスのとれた酸が全体を引き締め
ています。オーク樽で2年熟成後、最低3年の瓶熟成を経ています。カン
ティーナ・テッレ・デル・バローロは共同組合で造られており、当地の名だた
る醸造家であるルイージ・マルティーニ氏によってセレクトされたスペシャ
ルキュヴェです。

通常価格 5,500円→3,476円（税込）

109302824

アルタ・マリア・ヴィンヤード ピノ・ノワール 2013
洗練のピノ・ノワール！ 2013ＶＴＧは素晴らしい出来！

アルタ・マリアは栽培家のオンティヴェロスの先祖が、1855年聖マリアの日
にサンタ・マリア河を超えて新境地にやってきた開拓者であったことに由来
します。ラベルには開拓時代の手作りの釘が描かれています。全房発酵でサ
ンタ・マリア特有のソルティーなミネラルと、ピノ・ノワールらしい苺やサクラ
ンボの風味が漂う上級ワイン。鶏肉や豚肉をグリルして、梅肉などの酸を合
わせた料理(焼き鳥でも可)と相性抜群です！2013は素晴らしバランスの良
いＶＴＧ！

通常価格 5,500円→2,970円（税込）

109207900

ブレッド＆バター
シャルドネ 2019

超濃厚！ 樽香と果実味が
リッチなザ・カリフォルニア！

ブレッド＆バターは、日本でも根強い人気を
持つ作り手です。古き良きカリフォルニアら
しく、樽のニュアンスがしっかりとありなが
ら、果実味もたっぷりで酸が穏やかなスタイ
ルです。ブドウはソノマとアヨロセコの完熟
したものを使用し、最新技術を用い、リッチ
に仕上げています。樽のニュアンスが好きな
お客様や、これからの季節は、クリームシ
チューやピザやラクレットなどのチーズ料
理とも相性抜群です！最近はエレガントなワ
インが多い中、濃厚な味わい！

通常価格 3,850円→3,630円（税込）

109101576

シャーウッド・エステート ストラタム ソーヴィニヨン・ブラン 2020
全スタッフが驚愕するコスパ抜群のソーヴィニヨン！

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。柑橘系とミネラルの香りがバ
ランス良く、ニュージーのソーヴィニヨン・ブランの特徴が感じられます。ネ
ガティブな要素が一つも無く、アロマと酸のバランスも大変良い、当店大
ヒットワイン！

通常価格 2,090円→1,870円（税込）

109104257

ドメーヌ・ド・シバディ ペイ・ドック シャルドネ 2019
圧倒的な存在感が大人気！ コスパ抜群の白ワイン！

1860年からワイン造りに関わり、WINE MARKET PARTY 不動の大人気ワ
イン。スタッフのブラインドテイスティングでは誰一人として「3,000円以下」
を提示しなかった極上のシャルドネ！南仏らしいボリューム感と旨味、香ばし
い樽香にナッツのようなムルソーに近い複雑なアロマ、ドライフルーツ、アプ
リコットなど南国フルーツの盛り合わせを思わせるリッチな味わい。濃厚で
力強いシャルドネ好きに飲んで欲しい”スーパー・ハイ・コストパフォーマン
スワイン”！

通常価格 2,420円→1,738円（税込）

109202437

モンムソー
クレマン・ド・ロワール N.V

ANA国際線ファーストクラス
でも提供された
スパークリングワイン！

瓶内熟成によるキメ細かい泡立ちはグラス
に注がれるとより一層美しく、４種類の葡萄
品種をブレンドする事による複雑で上品な
アロマは世界中の人々が魅了されるのも納
得な1本！パイナップルや力強い果実、余韻
に広がるトーストの余波が次から次へとグ
ラスを進めてくれる。神の雫にも登場し様々
なワイン専門雑誌で高く評価される毎日飲
みたいフランス最高級のスパークリング・ワ
イン！！ANA国際線ファーストクラスでも提
供されたスパークリングワイン！

通常価格 3,300円→2,178円（税込）

109101099

パスカル・ポンソン グラン・レゼルヴ・ ブリュット N.V
WINE MARKET PARTY独占販売！ リザーヴワインが旨さの秘密！

シャンパーニュを200件以上巡った中から選んだWINE MARKET PARTYのハウ
ス・シャンパーニュ、パスカル・ポンソン。モンターニュ・ド・ランス地区クロム・ラ・モ
ンターニュ村での栽培比率はピノ・ムニエが50%以上と多く、コッテリした風味の
シャンパーニュが造られています。通常よりも長い60ヶ月(5年)以上熟成を経て、味
わいも力強い。ピノ・ムニエとピノ・ノワールという黒ブドウがベースとなったコクと
旨味に溢れた1本。お寿司からフォアグラ、様々な料理に合わせられる万能シャン
パーニュです。ＷINE MARKET PARTY独占販売！

通常価格 6,820円→4,378円（税込）

109108549

フェッラーリ ブリュット N.V
世界中で愛されるフェッラーリのスタンダード！

イタリアのトレンティーノ・アルト・アディジェ州でひときわ存在感のある
フェッラーリ。シャルドネ100％で造られ、シャンパーニュと同じ瓶内二次発
酵により、きめの細かい豊かな泡が楽しめます。熟れたゴールデンデリシャ
スのリンゴ、野の花の濃い香り、ほのかにイーストを感じさせる風味が贅沢。
フォーマルな場でも間違いのないスプマンテです。当店イタリア・スパークリ
ングワイン人気No1！今年からF1グランプリのシャンパンファイトで採用さ
れています！

通常価格 5,280円→3,960円（税込）

フランス/泡  1位

フランス/泡  2位

イタリア/泡  3位

アメリカ/白  1位

フランス/白  3位

ニュージーランド/白  2位

アメリカ/赤  1位

アメリカ/赤  3位

イタリア/赤  2位


