※ 表記の納入価格・小売価格は【税別】となっております。

３月のおすすめ 白ワイン

8,

ガヴィ / テヌータ デル メロ
Gavi / Tenuta del Melo

イタリア/ピエモンテ

在庫処分特価！！ 早い者勝ちです

1,

ムーラン ド ガサック クラシック ブラン/ マス ド ドマ ガサック
Moulin de Gassac classic blanc /

Mas de Domas Gassac

フランス/ラングドック

「ラングドックのグランクリュ」と称される、高い評価の生産者

通年
特価！

テヌータ・デル・メロはガヴィの丘の中心地に位置しておりオーガニックと
ビオディナミ農法を実践、デメテール認証を取得する本格的な自然派
シトラスの香りや蜂蜜の香りが広がります。程良い酸味が感じられ穏やかな
口当たりが心地よく、爽やかなワインです。

品種：ソーヴィニヨンブラン クレレット ヴェルメンティーノ
小売価格￥1200

2,

納入
価格

小売価格￥2100

¥798

Les Grands Chais de France

マスターオブワインのコリン・ジャン氏の
大いなる情熱（グラン・クール）を表したワイン

商品：360088

品種：ソーヴィニヨンブラン
小売価格￥1540

納入
価格

フランス/ボルドー

通年
特価！

フランスワイン業界のリーディングカンパニーになっています。
小規模生産者との提携も積極的に行い、こだわりのあるブティックワイン
からフランスでは誰もが知っている商品まで幅広い品ぞろえを誇ります。

3,

9,

グランクール ボルドーブラン / レ グラン シェ ド フランス
Grand Coeur Bordeaux blanc /

納入
価格

品種：コルテーゼ

明るい黄色を帯びた金色をしており、フローラルな香りとエキゾチックな
力強い香りが同時に感じられます。果実味と酸のバランスが良く、
素晴らしくハツラツとした味わいで、スムーズなフィニッシュ。

¥898

EDDA

/

San Marzano

イタリア/プーリア

プーリアで最高峰の白ワインを造る！
2014年が初ヴィンテージとなる新たな挑戦
「彼女」を意味するエッダ、大切な人に花束を贈るようにこのワインを贈ってほしい。
そんな思いから、華やかさとミステリアスな魅力を表現するため、シャルドネとモスカート
をメインとしたユニークなブレンドにたどりつきました。オークのニュアンスと果実味が
見事に溶け合いその名にふさわしい官能的な味わいのワインです。

納入
価格

小売価格￥2500

10,

¥1,835

ブルゴーニュ オート コート ボーヌ 2014 / ディディエ モンショヴェ
Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune /

Didier Montchovet

フランス/ブルゴーニュ

ブルゴーニュにおけるビオディナミの草分け的存在の生産者です。

イタリア/プーリア

白桃、洋ナシ、パイナップル、アカシア、ツツジの花、ヒュメの香り。
ワインはフルーティーかつボリューム豊かで透明感があり程よく塩辛い
ダシのような緻密なミネラルが味わいの骨格を形成する。
品種：シャルドネ

柑橘系果実とハーブの爽やかな香り。口の中にフレッシュかつフルーティな
味わいが広がり、酸味とミネラルが豊かで、飲み飽きしません。
前菜や魚介との相性は抜群です。
品種：ソーヴィニヨンブラン マルヴァジア
小売価格￥1250

納入
価格

小売価格￥3700

¥955

11,
商品：407774

エステッラ モスカート / サンマルツァーノ
Estella Moscato / San Marzano

イタリア/プーリア

高品質な白ワインへの挑戦、「エステッラ」は
ふわりと浮きあがるような幸せワイン！

品種：モスカート
小売価格￥1400

納入
価格

Via Terra Blanco /

Edetaria

Bourgogne Blanc Monopole Cras / Marc Soyard

フランス/ブルゴーニュ

ディジョン市を見下ろす斜面、中上部に植えられた樹齢30年のシャルドネを使用。
粘性のある口当たりからこのワインが只者ではないと瞬間的に判断できる。
様々な果実味、酸味に裏打ちされたミネラル感、
僅かに樽からくるバニラも感じられる。

納入
価格

¥3,098

スペイン/テラアルタ

12,

ディボン カヴァ ブリュット リゼルバ / アグリコーラ ディボン
Dibon CAVA Brut Reserva /

Agricola DIBON

スペイン/カヴァ

在庫処分特価！！ 早い者勝ちです
エデタリアは、この土地ならではのテロワールを最大限に表現したワイン
を造ること、土着品種を用いることをモットーにしており、「醸造はあくまでも
品種とテロワールをワインという形で表現する工程にすぎない」という信条で
ワインづくりをしています。

ブドウ畑がある地域は、粘土石灰質で、ワイン造りに適した良質なブドウが
収穫されます。さらに、ブドウ畑は海抜200m～500mと水平にも垂直にも
幅のある位置に点在しているので、畑ごとの微気候（狭い地域の気候）の
影響を受け、カヴァのベースワイン造りに適したブドウが収穫できます。

小売価格￥1890

納入
価格

¥1,298

品種：マカベオ チャレロ パレリャーダ
商品：422821

ヴァン ド サヴォワ アビーム/ フィリップ&sシルヴァン ラヴィエ
Vin de Savoie Abymes / Earl Ravier Philippe et Sylvain

フランス/サヴォワ

小売価格￥1500

13,

納入
価格

Diama Lux2 Extra Dry Millesimato / Santero

イタリア/ピエモンテ

ジャケール種は火打ち石のような若干乾いたアロマを感じさせ、上品な酸と
ミネラルを含んだワインを造りだします。アビーム側は氷河が時間をかけて
岩などを削りとって堆積したモレーン土壌が中心で、みずみずしく辛口でキレの
あるワインが造られます。青りんご・グレープフルーツ・ミラベルを想わせる香。
酸がしっかり感じられシャープな仕上がり。透き通るミネラルのあるワインです。

「ダイヤ」と名付けられたプレミアム・スプマンテ。完熟リンゴや白い花などの
華やかなアロマとフレッシュで調和のとれた味わい。

7,

納入
価格

¥1,320

品種：グレーラ ピノビアンコ シャルドネ
商品：372450

ジャンニテッサーリ シャルドネ / マルカート
GianniTessari Chardonnay / Marcato

イタリア/ヴェネト

小売価格￥2500

14,

納入
価格

¥1,598

Freixenet Brut Vitage Reserva /

Freixenet

スペイン/カヴァ

スペインNo.1の生産者、フレシネの
１ランク上のキュヴェ

ロンカ南東に位置する畑で収穫されたシャルドネを樽発酵、樽熟成で仕上げました。
畑の標高は250～300mで土壌は玄武岩。4000リットルの大樽にて発酵。
熟成は2～3年目のバリックで60ヶ月。強すぎないバランスの良い樽香。
果実感がしっかりとあり、酸味の切れ味も良く、アフターにミネラルを感じます。

その年に収穫されたブドウのみを使用。ノンドサージュの<ブリュットナチュレ>で、
ぶどうの出来が素直に味わいに表現されます。さわやかなレモンやシトラスを
思わせる香り、香ばしい酵母のニュアンスもあります。口に含むと極めて
辛口でキレを感じ、その後じわじわと旨みと柔らかみが広がっていきます。

小売価格￥1820

納入
価格

¥1,454

品種：マカベオ チャレロ パレリャーダ
商品：427895

商品：586614

フレシネ ブリュット ビンテージ レゼルバ / フレシネ

果実の厚みと樽のバランスが絶妙な
イタリア・ヴェネト州のシャルドネ

品種：シャルドネ

商品：587605

ディアマ ルクスⅡ エクストラドライ ミレジマート / サンテロ

在庫処分特価！！ 早い者勝ちです

小売価格￥1780

通年
特価！

¥945

透き通るアルプスのミネラル感、
珍しいジャケール100%の白ワインです

品種：ジャケール

商品：362037

商品：407625

シャンパンと同じ瓶内2次発酵製法で
この特別価格！！です。

品種：ガルナッチャブランコ マカベオ

商品：379264

3月のおすすめ スパークリングワイン

ヴィラ テラ ブランコ / エデタリア

5,

¥2,698

ヴォーヌロマネのジャン・イヴ・ビゾの片腕として
活躍したマルクソワイヤール氏の新しいワイン

小売価格￥4000

¥1,098

納入
価格

ブルゴーニュ モノポール クラ 2014 / マルク ソワイヤール

品種：シャルドネ

ライチやマスカット、蜜を含んだリンゴなど甘やかで華やかな香り。
味わいは丸みがあり、酸とミネラル感のバランスのとれた
爽やかな辛口白ワインです。「エステッラ」とは「ふわりと浮きあがる」という意味。
ラベル通り、タンポポの綿毛のようなふわりとした幸せなイメージのワインです。

6,

商品：407771

イル プーモ ソーヴィニヨン マルヴァジア / サン マルツァーノ
Il Pumo Sauvignon Malvasia / San Marzano

プーリアの土地を活かしたモダンなワイン造り

4,

商品：407372

エッダ / サンマルツァーノ

品種：シャルドネ モスカート

商品：373316

¥1,498

小売価格￥2700

納入
価格

¥1,798

商品：588071

※ 在庫は潤沢にご用意しておりますが、一部限定アイテムや売れ行きにより完売や欠品することがございます。

3月のおすすめ 赤ワイン
15,

※ 表記の納入価格・小売価格は【税別】となっております。

ムーラン ド ガサック クラシック ルージュ / マス ド ドマ ガサック
Moulin de Gassac classic Rouge / Mas de Domas Gassac

フランス/ラングドック

ラングドックにボルドーのグランクリュにも比肩する
素晴らしいワインを生み出す偉大なテロワールをもつ生産者

納入
価格

小売価格￥1200

16,

通年
特価！

納入
価格

品種：メルロー カベルネソーヴィニヨン
小売価格￥1540

17,

商品：360089

Les Grands Chais de France

輝きのあるルビー色で、ダークチェリー、ストロベリー、乾燥いちじくの上品
な香りに、ミント、白胡椒の香りがほのかに感じられます。口に含むとチェリー
やフランボワーズの果実味がやわらかく舌を包み込み、しなやかな酸が、
タンニンをやわらかく感じさせます。

イル プーモ プリミティーヴォ
Il Pumo Primitivo /

フランス/ボルドー

Collezione 50 +1 /

商品：369183

数多くのワインコンクール・ゴールド金賞受賞の
ハイコスパ・ワインです！

¥1,467

San Marzano

イタリア/プーリア

小売価格￥3000

納入
価格

¥2,200

シャトーブースカッセ 2009 / アランブリュモン

24,

Chateau Bouscasse / Alin Brumont

品種：タナ

¥955

Zinfandel Small Lot Blend / PARDUCCI WINE CELLARS

フランス/マディラン

商品：407641

アメリカ/カリフォルニア

小売価格￥2860

25,

納入
価格

¥2,288

El Vinculo / Alejandro Fernandez

スペイン/ラマンチャ

在庫処分特価！！ 早い者勝ちです
1921年にイタリア系移民のパラドゥッチがブドウ畑を購入して礎を築いたパラドウッチ
・ワイン・セラーズ。醸造設備はメンドシーノ郡最古の醸造所で、2003年にはCCOFで
オーガニック醸造所として認定されました。新鮮なブラックベリーとチェリーのアロマに
コーヒー、ブラック・ペッパーとヴァニラ香が複雑さを与えます。

スペインの僻地のラマンチャで1999年に購入され、エル・ビンクロ
（団結、つながり）と名づけられたワイナリーでつくられる、リベラデルデュエーロで
つくられるペスケラと比較しても驚くような安価で生み出される
ワインです。濃厚なだけではない深さのあるワインです。

19,

納入
価格

¥1,398

品種：テンプラニーリョ
商品：440723

ジャンニテッサーリ ピノノワール / マルカート
GianniTessari Pinot Noir /

Marcato

イタリア/ヴェネト

小売価格￥4000

26,

納入
価格

¥2,800

Hautes-Cotes de Nuits Rouge le Prieure / Aurelien Verdet

フランス/ブルゴーニュ

冷涼感と果実感、ミネラルのバランスが絶妙なピノ・ノワールです
カルヴァリーナ火山を母岩とする火山性土壌の畑
マッフェアで造られるピノノワール。
赤いチェリーの色調に少し柿のようなニュアンスもある
野性味溢れた果実の味わい。

歴史あるアルスナン村、1971年から所有する区画「ル・プリュレ」の粘土石灰土壌
で育つピノノワールをステンレスタンクで発酵後、樫樽で18 ヶ月間熟成しました。
透明感のあるルビー色の液面から、アメリカンチェリーや腐葉土、ホワイトチョコ、
キノコの芳醇な香りが複雑に絡み合います。上質のタンニンが優しく、丸みを帯びた酸と
ジューシーで凝縮した旨味を存分に感じる味わいです。

小売価格￥1820

20,

納入
価格

¥1,454

品種：ピノノワール
商品：427894

ジュ ド ヴィー / ド ラ グラヴィレット
Ju de Vie / Domaine de la Graveirette

フランス/コートデュローヌ

自然派特有の個性豊かで好き嫌いが分れる、というワインではなく。
彼自身がボーヌの醸造学校を卒業し、ブルゴーニュでスタジェを経験
しているので目指すスタイルはブルゴーニュのような綺麗なワイン

小売価格￥2200

21,

納入
価格

¥1,467

Talo Primitivo di Manduria / San Marzano

商品：347925

オート コート ド ニュイ 2014 / マルク ソワイヤール
Bourgogne Hautes Cotes de Nuits / Marc Soyard

品種：ピノノワール
商品：371366

イタリア/プーリア

フランス/ブルゴーニュ

鮮やかな赤紫色。ブラックベリーやプルーンなどの黒果実系のアロマに、
カカオやバニラのアクセント、ビロードの様な滑らかな口当たりが特徴。
余韻にはほんのりと甘味を感じる味わい。

納入
価格

小売価格￥4100

28,

納入
価格

¥3,198

商品：362039

オート コート ド ニュイ ミョゾティス 2012 / アンリ ノーダン フェラン
Hautes Cotes de Nuits Myosotis / Henri Naudin-Ferrand

フランス/ブルゴーニュ

在庫限りの特別価格！

数多くのワイン・コンテストでゴールド・金賞受賞ワイン

小売価格￥2000

¥3,040

ビオロジックて耕作されたブドウを手摘みし選果後、全房の状態で
15日間のカルボニック・マセレーションを行う。
ダークチェリー（グリオット）を思わせる香味、ｼﾞｬﾝ･ｲｳﾞ・ビゾの奥様、
クレール・ノーダンのオルキスを思わせる澄んだ味わい。

タロ プリミーティヴォ ディ マンドゥリア / サンマルツァーノ

品種：プリミティーヴォ

納入
価格

期待の新星！ヴォーヌロマネの大御所
ジャン・イヴ・ビゾの片腕の新しいワイン

果実感のキレイな自然派ワイン

品種：グルナッシュ、メルロー、ムールヴェードル、マルスラン

小売価格￥3800

27,

商品：422406

オート コート ド ニュイ ルプリューレ 2014 / オーレリアン ヴェルデ

ビオディナミ・ブルゴーニュの先駆け、
若いオーレリアンは父親の無農薬の畑を継承

品種：ピノノワール

商品：369167

エル ヴィンクロ 2010 / アレハンドロ フェルナンデス

スペインの至宝！やスペインのペトリュースと称される偉大なワイン
を生み出すアレハンドロ・フェルナンデス氏がラマンチャでつくるワイン

小売価格￥2000

商品：407161

粘土と石灰岩の土壌に植えられたタナは、非常に濃厚でエレガントな果実味と、
なめし皮や鉄分など動物的な香りを持つワインに仕上がります。ジューシーな
凝縮感のあるブラックベリー、イチゴジャムやプラム、さらにタナ特有の心地よい
タンニンが感じられます。毎年限定入荷のバックヴィンテージです。

ジンファンデル スモールロット ブレンド / パラドゥッチ ワイン セラーズ

品種：ジンファンデル

商品：407776

マディランの代表的な生産者の限定バックヴィンテージ!

プーモとは花のつぼみの形の置物のこと、幸運の象徴として縁起ものです。
スミレ、チェリーやプラムなどのアロマにバニラやローズマリーなどの
ハーブのニュアンス。豊かな果実味、ソフトなタンニンとバランスの
良さが魅力の飲み心地のよい赤ワインです。

18,

納入
価格

コレッツィオーネ チンクアンタ+1 / サン マルツァーノ

23,

品種：プリミティーヴォ ネグロアマーロ

¥898

イタリア/プーリア

納入
価格

小売価格￥2000

通年
特価！

鮮やかで濃い赤紫色、ブラックベリーやプルーンを煮詰めた様に
濃縮した果実味、ほんのりとスパイスのニュアンスに、バニラやリコリスなど
のアクセント。滑らかで長い余韻が楽しめる、50年に一度のマルチヴィンテージ

/ サンマルツァーノ

小売価格￥1250

イタリア/プーリア

創立50周年を記念してつくられた、特別なワイン!

通年
特価！

San Marzano

品種：プリミティーヴォ

San Marzano

品種：ネグロアマーロ マルヴァジアネーラ

¥798

マスターオブワインのコリン・ジャン氏の
大いなる情熱（グラン・クール）を表したワイン

/

ガーネットがかった深みのあるルビーレッド。チェリーや熟したプルーン
などの果実味、タンニンをしっかりと感じさせつつも、ほんのりと感じる
ハーブが余韻を引き締め、飲み飽きしない。

グランクール ボルドー ルージュ / レ グラン シェ ド フランス
Grand Coeur Bordeaux Rouge /

Talo Salice Salentino

イタリアのワイン評価誌、ガンベロロッソの
トレッビキエリ(3つグラス)や数多くのゴールド最高点受賞の生産者！

深い紫のきらめきのある澄んだルビー色をしており、よく熟した赤い果実の
ジャムとスパイシーなペッパーの香りが感じられます。果実味が感じられ
ソフトな口当たりで、バランスが良い飲みやすい味わいです。フィニッシュは
赤い果実のジャムに、ペッパーが感じられる。
品種：シラー グルナッシュ サンソー

タロ サリーチェ サレンティーノ / サン マルツァーノ

22,

通年
特価！

¥1,467

独特の芳香はクレール・ノーダンのヴァンナチュールレンジを表現している。
ブラック・チェリーや赤い果実やスミレの香り、濃密で複雑で引き締まった
味わいながらやわらかい口当たりのワイン。
品種：ピノノワール
商品：407775

小売価格￥7000

納入
価格

¥4,980

商品：362027

