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「駐車場を（少し）改修しました」
この１～２週間ほどで少し春らしくなってきましたね。冬用インナーや毛布をどうしようかと悩んでいる今日
この頃。さらには毎年のことながら花粉症という恐怖の病におびえながら、せっせと薬を服用する毎日を過ごし
ています。皆様はいかがお過ごしでしょうか。
コロナ禍もまだ冷めやらぬうちに、なんとロシアがウクライナに侵攻を始めてしまいました…。ニュースを見
ていると、本当にこれが２１世紀の現在に起きていることなのかと、いまだに少し信じられません。世界にはい
ろんな国がありますが、指導者や体制が違えばこうも違ってしまうのかと驚くばかりです。少しでも早くこの無
益な戦争が終わって、ウクライナの皆さんにゆっくりと食事やお酒が楽しめるような平和な日々が訪れること
を、心より願っています。
さて、当店のＳＮＳでもお知らせをしていましたが、１月～２月頃にかけて駐車場を少し改修しています。現
在の店舗がオープンした３４年前（１９８８年！関係ないですがボルドーワインは当たり年）から、駐車場の一
画には自動販売機が置いてありました。しかし自動販売機も老朽化が進み、故障が頻発…。おまけに近年は稼働
率も低迷（笑）
。思い切って撤去して、駐車場を整備することに。
自動販売機と、その上を覆っていた鉄骨造りのテントを撤去。同時に自動販売機を置いていたコンクリート製
の台も撤去しアスファルトを敷設。そして自動販売機の存在によりカモフラージュされていた汚れ放題のブロッ
ク塀をきれいに塗装。だいぶ見た目がすっきりとしたのではないでしょうか？少しですが駐車場が奥に広くなっ
ていますので、これまでよりは幾分お客様の駐車ストレスが和らぐのではないかな～、と思います。どうぞこれ
からもよろしくお願い致します。
話は変わりまして、今回は特別なワインをご紹介しています。後で登場する「ドメーヌ・ムリニエ “レ・テ
ラスグリエ”」。南フランスで造られるこのワインは、数ある当店のラインナップの中でも、機会があれば絶対に
一度はお飲みいただきたい、スペシャルなワインです。でもこのワイン、実はかなりの限定モノでして兵庫県内
では実は当店でしか販売していません。そもそも小さな生産者なので生産量が少なく、おまけに日本国内での販
売店もかなり限定されています。色々とストーリーや無駄（？）なウンチクも載っけていますが、まあ、なんと
も、とにかくいいワインです！ぜひ覚えておいてください。
（小西）

※5/3（火・祝）と 5/4（水・祝）は通常営業します
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ご来店お待ちしております♪
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「フォロー」 「いいね」
お願いします！
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自宅でもお花見できます！！
華やかに食卓を彩る桜ラベルのおいしいワイン...etc.
春といえば！桜の季節！この時期だけの限定入荷や、爽やかな季節にピッタリのワインをピックアップしました。
飲んだ後のボトルは部屋に飾って、いつまでも名残桜を楽しむことができるかも？

気軽にエア花見！
毎年定番、スペインの『桜』
①ファン・ヒル サクラ・ラベル 2019
【スペイン／赤／やや濃厚】
750ml\2,310

→会員価格\2,079

スペイン屈指の優良ワイナリー「ファン・ヒル」の桜ラベルが今年も入荷します！日本だけの
限定、美しい桜ラベル。桜を愛するワイナリーのオーナーが、日本への愛情を込めて、特
別にラベルを作ってくれたそうです。
よくあるラベルだけ…のワインではありません！味わいは比較的渋みが控えめの、充実した
果実味を持つ飲みやすいワインで、飲み手を選ばず万人受けするタイプ。家族や友人とワ
イワイ飲むようなシチュエーションにもピッタリ。
入荷 36 本のみ、気になる方はお早目にどうぞ～！ 品種：モナストレル

ちょっと高いがひと味違う！濃厚で上品なオーストラリアの『桜』
②ウインダウリ “サクラ・シラーズ”2018
【オーストラリア／赤／濃厚】
750ml\3,630

→会員価格\3,267

もう 1 本、いい桜ラベルが入荷しています！この「ウインダウリ サクラ・シラーズ」のワイナリーがある
「カウラ」という町には、日本との交流を記念した桜の木がたくさん植わっています。毎年秋（日本とは
逆）には、川沿いに植わった数百本の桜が一斉に咲き、町では桜祭りが行われるのだそうです。
そんな由来を持つ、美しい桜ラベルのワイン。そして何より、ラベル以上にワインの品質の高さに驚か
されます。
オーストラリアの気候風土に最高に合うとされる「シラーズ」種。ブラックベリーやプラムなど、黒系果
実の濃厚な風味は、わずかにジャムのようなニュアンスを持ち、すごくきれいにまとまっていて上品さ
を感じます。なかなか探すことの難しい、バランスのとれた味わいに仕上がっています。
この季節にピッタリの上質赤ワイン。ぜひ一度飲んでほしい 1 本です。こちらも数量には限りあります
ので、気になる方はお早目にお願い致します。 品種：シラーズ

なんとも優しい味わいの、自然派微発泡ロゼ
エグランティーヌ NV
（フランス ロワール） ロゼ・微発泡／フルーティ・やや辛口

③750ml¥3,410→会員価格¥3,069
「毎日飲みたい！」と思わせる、なんとも素敵で優しい味わいの、微発泡性ナチュラル・ワイ
ン。フランス北西部・ロワール地方の自然派生産者ブノワ・クローのもの。酸化防止剤無添加
で瓶詰めしています。
少しオレンジがかった淡いピンク色。木苺やマンダリンオレンジのような果実の香りに、ピュア
な果実味。爽やかな甘酸っぱい風味が口いっぱいに広がり、ほのかな泡が優しく後口を流し
てくれる。ラベルからも、ワインからも桜を感じられる、なかなか出会えない素敵なロゼワインで
す。 品種：カベルネ・フラン 75%、グロロー25%

※「会員価格」は、ポイントカードご提示時の価格(ワイン 10%OFF《※キャッシュレスは 5%OFF》) ※価格は税込です
※ポイントカードの作成をご希望の際は店頭でお申し付けください（簡単な会員登録が必要です）

2

他にもまだまだ！最近飲んだ好印象ワイン
最近飲んでみて「うま～！」と思ったワイン達。
普段の食事とご一緒に、または週末に開けるちょっといいワインにもオススメです！

何これ？！とってもみずみずしい味わいの白
④クール・ド・レザン 2020 マルク・ペノ
【フランス ロワール／白／爽やか辛口】

→会員価格¥2,772

750ml¥3,080

当店で 20 年に亘り取り扱う、小さな凄腕生産者マルク・ペノさんの白ワイン。数年間、天候に悩ま
されたフランス北西部ロワール地方にとって、質・量ともに数年ぶりの、そして念願の大当たりの年
だった 2018 年から生産されている、限定生産のワインです。
白い花や青りんごの蜜、熟れた洋梨の甘い香り。心地よい旨味と爽やかな余韻。ピクニックにはも
ちろん、魚介系のお料理にもぴったり。
「ぶどうの心」という名前を授けられたこのワイン。ラベルには喜んでいる顔のように見えるブドウの
実。豊作への感謝を込め、ブドウの品質に自信を覗かせるマルクが作った、ハートに響く自然派ワ
イン。ぜひお試し下さい！ 品種：ミュスカデ

セラーで（必ず！）４～５年熟成後出荷される、お値打ち赤ワイン
バローネ・コルナッキア “カサノヴァ” 2016 （イタリア アブルッツォ州） 赤／やや濃厚
⑤750ml¥1,650→会員価格¥1,485
当店でも一部のお客様に密かに長～く愛されている、お値打ちロングセラーワインです。イタリア南部、アブルッツォ
州の秀逸な生産者「バローネ・コルナッキア」のもの。しかもこのワインは「おいしく飲んでほしい」とのワイナリーの考
えで、生産後必ず４～５年間熟成させ、飲み頃になってからしか出荷されません。ほとんど透けて通らないしっかり
とした濃い赤色で、かすかに甘さを感じる力強さと、熟成できるたくましさ、またしなやかさ、なめらかさ。「私たちは
日本のために、特別に熟成させてよりタンニンを柔らかくしてから出荷しています」とオーナー生産者のフィリッポは
話してくれます。 品種：モンテプルチャーノ

両方いいけど特に白が秀逸！カリフォルニア屈指のコスパ
⑥マクマニス シャルドネ 750ml¥2,178→会員価格¥1,960 白／ややコクあり
⑦マクマニス メルロ 750ml¥2,178→会員価格¥1,960 赤／やや濃厚
（アメリカ カリフォルニア州）
当店認定！カリフォルニア屈指のコストパフォーマンスワインです。1990 年から自社瓶詰めを始めた、比較
的歴史の浅いワイナリーですが、安定した品質で現地でもとても人気のあるワイナリーです。少し樽の効いたリ
ッチでクリーミーな白ワインと、完熟メルロの濃密な果実がおいしい赤ワイン。両方ともにいいですが、特に白ワ
インが秀逸で印象的でした。 品種：（白）シャルドネ、（赤）メルロ

ちょっといい日にぜひ！

国産素材のプレミアム食品
国産素材を惜しみなく使った、一切妥協のないおいしさ。

☆ワインと合わせて☆
追加
入荷

⑧あか牛のローストビーフ
（熊本県産 200g、ソース 20ｇ×2）

【要冷凍】¥2,268
知る人ぞ知る、赤身の旨さが秀逸な「あか牛」
。阿蘇の牧草をたっぷり食べた和牛
「あか牛」の限定ローストビーフ。適度な霜降りと赤みの旨さが絶妙！薄切りにして
も十分旨みが乗ってます。リピーター続出の逸品。生産量が少なく、割り当てにより
限定 20 個のみ（泣）
。早いもん勝ちです！
※価格は税込です
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珍しい品種のとびっきり白ワイン
しかも樹齢 100 年！？
希少な品種「フィエ・グリ」＆樹齢 100 年
⑨トゥレーヌ キュヴェ・ド・フィエ・グリ 2019
ドメーヌ・ジャッキー・プレイ
【フランス ロワール／白ワイン／爽やかな辛口】
750ml\3,300

→会員価格\2,970
品種：フィエ・グリ

↑歴史あるワイナリー兼自宅

↑オーナーで醸造家の
ジャッキー・プレイ

当店で密かな人気を誇る、とっておきの白ワインをご紹介します！
フランス北西部のワイン産地、ロワール地方。東西 1000 キロ以上に及ぶ大
河「ロワール川」沿いに広がる、とても風光明媚なワイン産地。
このワインはその中流で造られる「トゥレーヌ」というワインで、この地区屈指の生
産者「ドメーヌ・ジャッキー・プレイ」が造っています。
この「ジャッキー・プレイ」は数代続くワイナリーで、自然な栽培と極力人為的介
入をしない自然なワイン造りを心がけていて、出来上がるワインはどれもほわっ
とした優しい味わいを感じるのが特徴的。
そしてこのワインがとっておきな理由は２つあります。それは・・・

・希少品種「フィエ・グリ」
・平均樹齢 100 年以上
まず「フィエ・グリ」という希少品種は、現在世界的に有名で人気のある品種「ソ
ーヴィニヨン・ブラン」の祖先にあたる品種とされていて、世界中を探してもほと
んど栽培されていません。私が知る限りは、現在のところここのワイナリーだけ
だと思います。
ソーヴィニヨン・ブランはよく「草原の香り」と表現されるような爽やかで強い香り
が特徴なのですが、このワインにも同じような香りはありながらも少し穏やか。優
しい柑橘系の香りが広がります。味わいはいい意味でソーヴィニヨン・ブランほ
ど洗練されすぎておらず、レモンのような上品な酸味の爽やかで優しい果実味
を感じられます。色合いはソーヴィニヨン・ブランに比べると皮が少し紫色がか
っているため、わずかに色が濃く、淡い黄金色。
そしてもう一つ、このフィエ・グリ種のブドウは、なんと平均樹齢 100 年以上。ブ
ドウの木は樹齢が上がるほど質の高いブドウを実らせます。その半面、収穫量
は樹齢が上がるほど徐々に減っていきますので、その品種の珍しさと相まっ
て、本当に本当に貴重なワインなのです。
サラダ、前菜、グラタン、炒めたイカ・エビ・白身魚などと一緒に。チーズなら白
カビチーズや爽やかなタイプのチーズと合わせてみてください。

※価格は税込です
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とあるワインコンテストで
お値段３倍以上のワインに勝利した凄い赤
十数年前、フランスでとあるワインコンテストが行われました。
世界的に人気の高い「シラー」種の赤ワインだけを集めたコンテストで、
錚々たる面々のプロのソムリエ達が審査員を務めていたそうです。
そんな中、値段が３倍以上するワイン（「コート・ロティ」や「エルミタージュ」といった
高級ワインで２～３万円するもの）を押しのけて、堂々と２位に入ったワインがあります。
そのワインの名前は「ドメーヌ・ムリニエ “レ・テラスグリエ”
」。
実は当店ではもう２０年以上に亘って永く販売している、密かな凄い赤ワインです。
当時から、その品質の高さと良心的な価格設定はひときわ際立っていました。
決してブランドワインでもなく、有名産地のワインでもありません。
ですが、これぞ本当に価値のある偉大なワインだと思います。
そのドメーヌ・ムリニエのワインを２種類ご紹介します。
このストーリーが果たして本当なのか嘘なのか、ぜひ実際に体感してみてください。

←以前のワイナリー訪
問時に、オーナー兼醸造
家のステファン・ムリニ
エと。
ワイナリーはとんでも
ない山奥（標高 300m）
にありました（笑）

←ムリニエの凄さが十分に伝わる凝縮感
⑩ドメーヌ・ムリニエ “レ・シジレー” 2016
【フランス ラングドック地方／赤ワイン／濃厚】
750ml\3,740

→会員価格\3,366

ドメーヌ・ムリニエは南フランス、ラングドック地方の山奥、標高約３００m に位置する
サン・シニアン村に位置するワイナリー。南仏の地品種である「シラー」種を使用し、や
や冷涼な気候を生かして驚くような品質のワインを造ってきました。
このワインはムリニエが造るセカンドワイン的存在。所有する畑の中でも厳選された好
条件のシラー種を使用し、丁寧に醸造、その後樽熟成。
凝縮した濃厚な果実味があり、黒コショウや黒オリーブのようなニュアンスが特徴的。
過剰な甘さはなく、上品かつエレガントにまとまった後味。
ドメーヌ・ムリニエの凄さが十分に伝わるハイ・クオリティな赤ワインです。
品種：シラー

コンテストで驚愕の評価を受けた、凄い赤→
⑪ドメーヌ・ムリニエ “レ・テラスグリエ” 2016
【フランス ラングドック地方／赤ワイン／重厚】
750ml\8,800

→会員価格\7,920

冒頭でご案内した、シラー種ワインのコンテストで、並み居る高級ワインを押しのけて２位となったワイ
ン。他の上位のワインはどれも２～３万円するのですから、どれほど凄いことなのかを物語っていま
す。
まさにシラー主体で造られるワインの世界トップクラスで、完熟し厳選されたブドウだけの優雅な香り、
濃厚な果実味、うっとりしてしまうようないつまでも続く余韻は、ブルゴーニュの銘醸ワインにも匹敵す
る気品高い１本。しかも抜栓後、時間がたつことで香りが一層開きます。
実はこのワイン、近年コンクールには一切出品していません。公的評価により、良い作柄の年だけ大
量に買われることに違和感を感じたからだそうです。「どんな年にでも自分たちは最大限を尽くしてい
る。世間の評価に翻弄されるのではなく、その姿勢を理解してくれる人に飲んでもらいたいと思ってい
るから」、というのがその理由です。か、かっこいい・・・。 品種：シラー
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※価格は税込です

当店は日本酒「獺祭（だっさい）」の
正規取扱店です
小さな酒蔵からスタートし、今や日本屈指の銘酒といわれるようになった「獺祭」。
透明感を感じさせる上品な酒質は、他の追随を許さない最高峰の日本酒の一つです。
実は獺祭にも色々とラインナップがありますので、ぜひどれも一度は体験してみてください！
※現在、獺祭商品が全般的に品薄状態となっております。
万一品切れの際は何卒ご了承ください。

獺祭らしい、ピュアで華やかな
香り漂う酒粕焼酎

獺祭・焼酎
この焼酎は、清酒獺祭の搾り作業時にでき
る当日の酒粕をそのまま蒸留して酒精分
を取り出したものです。
その製造方法から量的にはたくさん取れま
せんが、獺祭のきれいな香りをそのまま焼
酎の中に閉じ込めることができます。
アルコール度数が 39%と高いのは、きれい
な香りが一番良い状態で高く引き出される
からです。
ロック、水割り、炭酸割りなど、色んな飲み
方でお楽しみいただけます。
原料：山田錦

⑫\3,850/720ml

←「美味しくなければ意味がない」を実感する、獺祭のス
タンダード品

獺祭 純米大吟醸４５
「酒米の王様」山田錦を 45%まで磨いた。米由来の繊細な甘みと華やかな香り。
普通に値付けをすれば、2 倍の値段でもおかしくないほどのおいしさ。
「どうやたらこの価格でここまでの味わいが出せるのか！」と思わず唸ってしまう、
獺祭の入門編。
山田錦・精米歩合 45％

⑬\1,650

円/720ml

⑭\3,300

円/1.8L

山田錦を贅沢に 39％まで磨き、大吟醸の魅力を
最大限に引き出した獺祭の代表作→

「獺祭 純米大吟醸

磨き三割九分」専用箱付

さらに精米することで、大吟醸酒としてのあるべき姿を追求した、獺祭の代表
作。洗練された華やかな香りと口に含んだときに見せる蜂蜜のようなきれいな
甘み。飲み込んだ後の美しく長い余韻。
日本が世界に誇るべき日本酒であり、これぞ純米大吟醸といえる最高峰の日
本酒です。
山田錦・精米歩合 39%

⑮\2,706/720ml

⑯\5,472/1.8L
※価格は税込です
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生産量わずか３００本！（入荷 20 本のみ）
希少な「出品用大吟醸」の搾りたて生酒
⑰龍力 大吟醸・生・斗瓶どり・鑑評会出品仕込み
【日本酒／姫路／淡麗・やや辛口】※要冷蔵
720ml（専用箱あり）

¥6,600

年に一度の限定酒が今年も入荷しました！
古くからの取引先だけが加盟を許される「龍力・美酔倶楽部」加盟店のみでの限定流通。
取扱店は全国で約２０軒。なんと生産量に至っては、小さなタンク１本分＝わずか３００本
程度という、貴重な大吟醸です。
「毎年５月に開催される『全国新酒鑑評会』出品用に造る大吟醸のタンクの中から（例年
数本仕込みます）、ちょうどええタイミングのを選んで、自分たちがホンマに搾ってきた、ホ
ンマの搾りたて大吟醸を販売しよう！」という熱い思いから生まれた、スペシャル大吟醸。
なんと私達酒屋が網干の酒蔵「龍力」さんで、本当に搾ってきたものをお届けします。
原料は兵庫県産「特 A」格付の山田錦。それを贅沢にも３５％まで精米し、真冬の低温で
ゆっくりと時間をかけて醗酵。その搾りたてを本当に何もせず、そのまんま瓶詰め。ですので
少し濁りがあります。
搾りたての色、にごり具合、フルーツ感いっぱいの香り、爽やかな喉ごし・・・。搾りたての「す
っぴん」の大吟醸がそのまんま詰まっているのです。そして、これがまたびっくりするほどウマ
い！
ご自分で楽しむもよし、日本酒が大好きな方に贈るもよし。日本酒ラバーに絶対一度飲ん
でほしい、とっておきの 1 本です。

麻袋にもろみ（搾る前の酒）を
入れ、タンクに吊るすとポタポタ…
日本酒が生まれる瞬間です

搾りたてなど続々入荷中！今オススメの日本酒
年明け以降、酒蔵から続々と搾りたての新酒 etc.が入荷中！
日本各地から選りすぐった「旨い搾りたて」をぜひ味わってみてください。

真鶴（まなつる） 純米・超辛口 “無濾過生原酒” ※要冷蔵
（宮城県）
辛口／やや濃厚／Alc.17 度
宮城の米どころ大崎平野の一画に建つ銘醸蔵から。炎ラベルがシャープな超辛口の味わいを予感
させる、しぼりたて特別純米生原酒。地元宮城県産米を使用し、日本酒度+12 に仕上げた特別純
米酒のしぼりたてを、無濾過で原酒のまま瓶詰めしました。「きょうかい 601 号酵母」で完全発酵さ
せたシャープな超辛口ながら、最後には心地よいほのかな甘味を感じさせます。冬～春にしか楽し
めないしぼりたて新酒の超辛口な味わいが、和食シーンを盛り立ててくれます。

⑱720ml¥1,595

富久錦 純米吟醸・生 “立春朝搾り” ※要冷蔵
（兵庫県 加西市）
やや辛口／ミディアム／Alc.16 度
立春の早朝に搾って瓶詰めし、加西「日吉神社」でお祓いを受けた縁起酒。本年はコロナ禍を
払い去るため、特に悪疫退散も祈願していただいています。
搾りたて生酒ならではのフレッシュ感、富久錦らしい柔らかなうまみがたっぷり。今年はフルー
ティな旨味とドライな後口で素晴らしいバランスに仕上がっており、近年稀にみるほど、例年以
上に好評を得ています。1.8Ｌは既に完売し、残りは 720ml だけとなりました。

⑲720ml¥1,760

※価格は税込です
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＜FAX 用注文書＞
ご注文は店頭、お電話、e メール等でも承ります（e メールは返信に１～２営業日要する場合があります）
品切れの際はご了承ください
No.

商品名

数量

1

ファン・ヒル サクララベル 2019

2

ウインダウリ サクラ・シラーズ 2018

3

エグランティーヌ

4

クール・ド・レザン 2020

5

バローネ・コルッキア カサノヴァ

6

マクマニス シャルドネ

7

マクマニス メルロ

8

あか牛のローストビーフ

9

トゥレーヌ キュヴェ・ド・フィエグリ

No.

商品名

19

10

ドメーヌ・ムリニエ レ・シジレー

11

ドメーヌ・ムリニエ レ・テラスグリエ

12

獺祭・焼酎

13

獺祭 純米大吟醸４５ 720ｍｌ

14

獺祭 純米大吟醸４５ 1.8L

15

獺祭 純米大吟醸 磨き三割九分 720ml

16

獺祭 純米大吟醸 磨き三割九分 1.8L

17

龍力 大吟醸・生・斗瓶どり 鑑評会出品仕込

18

真鶴 純米・超辛口 無濾過生原酒 720ml

数量

富久錦 純米吟醸・生 立春朝搾り 720ml

エスポアこにし宛 FAX→079-237-1600

様

お名前
〒(

)-(

TEL（携帯）

)

ご住所

【お渡し方法】いずれかご指定ください

【宅急便 or 配達の
配達の希望日】
月

□ご来店…来店予定（
）月（
）日頃
□宅急便（関西 900 円～、中国・中部・北陸 1,000 円～、

（

四国・九州・関東信越 1,200 円～、その他地域要ご相談）
※ワインボトルサイズであれば、１２本迄１梱包で同送可
※１升瓶が混ざる場合は 6 本迄１梱包で同送可
※冷蔵品を含む場合はクール代＋330 円（ワイン･生酒等、夏場必須）
※冷凍品を含む場合はクール代＋330 円で別送

□配達

（1 回 330 円、英賀保周辺～姫路駅周辺のみ、ご相談下さい）
※飲食店様への配達条件は別途 ※PayPay 払い可能

こにし
ス

ポ

時頃）

※ご注文から３営業日後以降でご指定下さい
※時間帯はご希望に添えない場合がございます

【宅急便のお支払方法】

□PayPay(QR コード同封・手数料無料)
□郵便振込(払込票同封・手数料無料)
□代金引換(3 万円未満手数料\330)
□銀行振込(3 万円未満手数料ご負担ください)

姫路市飾磨区付城 1-68
営業時間 9:00-19:00 定休日：日・月（祝日不定休）
TEL079-237-0010/FAX079-237-1600
【e-mail】vinshu-524@iris.ocn.ne.jp
【URL】http://524sake.justhpbs.jp/

ワインと地酒

エ

時～

日

ア
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エスポアこにし

ワイン

検索

