
監修 ： 沼田 英之www.partywine.com
メールマガジンのご登録はコチラから⇩

※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）

【通販サイト】

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

WINE MARKETPARTY
ネットショップ

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

PARTY 恵比寿

①

②

限定

2本

限定

6本

200g 2,780 円（税抜）

ネーム入れ通常価格2,000円➡1,000円

冷蔵品

春に向けてソムリエナイフを慎重しませんか？ソムリエナイフの最高峰、シャトーラギオール。
2019年よりリニュー社製品になり、ナイフやスクリューのしなやかさと耐久性が上がり引き続き
人気は衰えておりません。
長く使い続けるものですので是非ゆっくり店舗にてご覧になってみてはいかがでしょうか？
お気に入りを見つけた
らフックの部分にネーム
を入れて自分だけの特
別な一本にすることもで
きます！
今なら期間限定で通常
2 , 0 0 0 円 のところ
1,000円にて名入れを
受け付けておりますの
でこの機会ご利用くだ
さいませ。

アメリカ国内のみならず世界に名声を得るワイナ
リーとして知られるリッジ。カリフォルニアでは稀
にみるエレガントさと長期熟成能力のあるワイン
を生みだす特徴を持ちます。「醸造家が最も尊敬
する醸造家」に選ばれているポール・ドレーパー
の技術を、現在の醸造責任者エリック・ボーハー
が受け継ぎ、更に評価を高めています。品格に富
むスタイルのカベルネ・ソーヴィニヨンは、フラン
スワインがお好きな方にもおすすめです。程よい
熟成を経て、柔らかさと芳醇さに磨きがかかって
います。6本限定の入荷、お世話になっている方
へのギフトにも最適です。

シャトーラギオール
①グランクリュブラウン ②スタミナウッドレッド
シャトーラギオール
①グランクリュブラウン ②スタミナウッドレッド

フランス①402003463 ②402003516 ③402000357

新春ソムリエナイフネーム入れ、半額キャンペーン

リッジ・ヴィンヤーズ
カベルネ・ソーヴィニヨン
エステート 2008

リッジ・ヴィンヤーズ
カベルネ・ソーヴィニヨン
エステート 2008

アメリカ/赤109303561

バックヴィンテージ2008年
のカベルネが限定入荷！

ポン レヴェック カルヴァトス　ポン レヴェック カルヴァトス　

ウオッシュ香とカルヴァトスの甘い香りが同時に鼻にぬける極上チーズ。
ワインの味を1ランク引き上げてくれます！

ヴォギュエ
シャンボール・ミュジニー
1ER･CRU 2009

ヴォギュエ
シャンボール・ミュジニー
1ER･CRU 2009

ミュジニーの若木で造られる
人気の高い2009年!

フランス・ノルマンディ地方最古のチーズ「ポンレヴェックチーズ」をノルマンディの地酒カルヴァトス
（リンゴのブランデー）にたっぷり浸した食パンのような柔らかいパン粉を表面に覆い、ウオッシュ
チーズをさらにお酒漬けにした、極上
チーズです。
熟成が進むと、パイナップルやメロンの
ような発酵臭が楽しめますが、熟成が若
い時はポンレヴェックチーズの特徴であ
る〝むにっともちもっち"な独特の弾力の
ある生地が、特に赤ワインと相性がよく、
ワインの味わいをさらに引き上げてくれ
るワイン好きに一度は食べて頂きたい
チーズです。

500年以上家族経営を貫くシャンボール・ミュジ
ニーのトップ生産者であるヴォギュエからビック
ヴィンテージと称される2009年ヴィンテージが
入荷。樹齢25年以下のブドウが使用されており、
並大抵のグランクリュも凌ぐ味わいと称される。
あえてミュジニーとは名乗りません。熟成した特
級畑ミュジニーの価格となると世界中のブル
ゴーニュ・ファンの争奪戦となり価格は数十万円
は下らない。10年以上の熟成を経たベイビー・
ミュジニーの真価はいかに…。

トスカーナ州ボルゲリで唯一農家がはじめたワイ
ナリーであり、「メッソリオ2004」がワイン・スペク
テイター誌で「100点」を獲得、2009年のイタリア
最優秀ワイナリー。初代オーナー故エウジェニオ・
カンポルミ氏はこの地の可能性を見出し、惜しみ
ない努力を注いできました。彼が描いたカベルネ・
フラン100％の「パレオ・ロッソ」は、最後に手がけ
た2001年に完成。翌年に氏が亡くなった後、妻の
チンツィアさんと家族が彼の意思を引き継ぎまし
た。五穀豊穣を意味する名のこのワインはメル
ロー１００%。やや熟成感のあるエッジがオレンジ
がかったガーネットの色調。カシスやオレンジのコ
ンポート、ホワイトペッパー、コーヒーなどの類まれ
な芳香さに圧倒されます。生産量 ：約8,900本。

Vol.962021

33,000 円（税抜）

56,000 円（税抜）

15,000 円（税抜）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

フランス/ノルマンディー地方304100754

フランス/赤109303484

レ・マッキオーレ　
メッソリオ ２００５
レ・マッキオーレ　
メッソリオ ２００５

イタリア/赤109302817

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「五穀豊穣」を意味する、
頂点を極めた農家のワイン！

バレンタインデー&ホワイトデーに
大切なあの人と・・・

①35,000 円（税抜） ②28,000 円（税抜）

限定

2本

1



冷蔵品

酒精強化ワイン

初リリース！輸入元完売！

バレンタインにおすすめ！

①

②

シャンパーニュ界の横綱とも称される、アンボネイを代表する生産者エグ
リ・ウーリエ。世界中に熱狂的なファンを抱える偉大な生産者がなんと新
しい銘柄を発表！ランスの北西にあるトリニー村の現当主フランシス・エ
グリの妻アニックが相続した一部一級畑が含まれる畑のブドウを満を持
して使用。平均樹齢は40年で味わいもしっかりとしています。アーモンド
ペーストやシトラス、フラワリーな香りが楽しめ、味わいはしっかりと腰の
据わった味わいです。お料理とも楽しめる巨匠が造る“新しい始まり”。
ぜひお楽しみください！

エグリウーリエ レ・プレミス ブリュットＮ・Ｖ
あのエグリ・ウーリエの新銘柄！力強く素晴らしい味わいです！あのエグリ・ウーリエの新銘柄！力強く素晴らしい味わいです！

109303309 フランス/泡白

1991年産のモンテヴェトラーノが「南イタリアのサッシカイアだ！」とロ
バート･パーカーJr.の賞賛を受け一気に世界中の注目を集めたワイナ
リー。こちらはアリアニコ100％で造るもう一つのワイン『コーレ』。
「CORE」とは地元方言で「ハート」という意味。ラベルはオーナーである
シルビア・インパラートの娘さんのデザイン。彼女たちのワインへの愛を
感じます。フランス産バリック（新樽）で10ヶ月間、瓶内で6カ月間熟成。
味わいは、南イタリアならではの濃厚さに、イタリアらしい気持ちの良い
酸味、アリアニコとは思えないエレガントさが特徴。赤いベリー系果実や
スパイシーなアロマが香る、さすが！の世界観です。キュートなハートマー
クが可愛らしいフルボディ！

モンテヴェトラーノ コーレ2017
人生とワインへの愛を彷彿とさせるハートラベル！人生とワインへの愛を彷彿とさせるハートラベル！

109201773 イタリア/赤

①カリフォルニアを代表するナチュラルワイナリー。彼らの人気ワイン『ラブ・ホワイト』『ラブ・
レッド』に缶バージョンが誕生しました！現地では爆発的な人気を誇るこのワイン。ハーフボト
ルと同じサイズですが、簡単に開けることができて、金属的
な味わいは皆無です。樹齢約50年、古木のシュナン・ブラン
を主体に、数多くの高級ワインが生まれる「マイケル・マラ」
のシャルドネをブレンド。クリーンで、ピュアで旨味のあるナ
チュラルワイです。可愛い見た目はギフトにもピッタリ、家の
み、キャンプなど活躍の幅が広いワインです！
②親しみやすく、ジューシーな味わいのラブ・レッド。70年古
木のカリニャンを主体に、ナパ・ガメイの異名を持つチャーミ
ングな品種ヴァルディギエ、シラーが口当たりをよくします。
ゴクゴクと飲めてしまう素晴らしいワインです。白と合わせ
てギフトに最適です！

①ブロック・セラーズ ラブ・ホワイト・カン 2019 375mℓ
②ブロック・セラーズ ラブ・レッド・カン 2019 375mℓ

現地で爆発的に売れている缶ワイン！可愛いラベルはギフトにオススメ！現地で爆発的に売れている缶ワイン！可愛いラベルはギフトにオススメ！
①109303381 ②109303382 アメリカ/①白②赤

サン・テステフにあるメドック公式格付第3級の花形シャトー、カロン・セ
ギュールのセカンドラベル。2013年ヴィンテージから名前の変更と共に、
このセカンドにもカロン・セギュールの代名詞でもあるハートがエチケット
に描かれています。当時、所有者のセギュール候は1級シャトーのラトゥー
ルやラフィットなどを所有していた人物。その侯爵が「われラフィットを造
りしが、わが心にカロンあり」といった言葉はあまりにも有名。口当たりは
やや力強いですが、全体的にはピュアで親しみやすい味わい。フレッシュ
な果実味と滑らかなタンニンが最後の余韻まで続きます。

ル・マルキ・ド・カロン・セギュール 2017
ハートのエチケットがキュート！ギフトに最適な1本！ハートのエチケットがキュート！ギフトに最適な1本！

109303555 フランス/赤

通常価格 5,600 円 →5,200 円（税抜）

通常価格 1,800 円 →1,530 円（税抜）

通常価格 3,900 円 → 3,580 円（税抜）

各1,650 円（税抜）

90g 900 円（税抜）

5,000 円（税抜）

①3,600 円（税抜） ②2,100 円（税抜）
容量：165cc

9,500 円（税抜）

イギリスのデザイナー、ハンナ・ターナーの滑らかなテーブルウェア。
スリランカの職人の手作業で丁寧に作られます。ハンドペイントと、
転写シートを利用してデザインが施された炻器は、日本の常滑焼の
ような滑らかなさわり心地｡テーブルに置いてあるだけで引き立つ
ユニークな可愛さの2匹の猫ちゃんとのソルト&ペッパーと、幸せを
運んでくれそうなフクロウの手のひらサイズのスモールジャグ、ドリ
ンクサーブ用としてはもちろん、花挿しとして利用しても素敵です♪

ハンナターナー ①ソルト&ペッパー
②スモールジャグ

①403002933 ②403002931 

新年の食卓に可愛らしい
ハンドメイド雑貨はいかがでしょうか？
新年の食卓に可愛らしい
ハンドメイド雑貨はいかがでしょうか？

エッジの効いた専用グラスで部屋で
ゆったり甘口ワインはいかがでしょうか～
エッジの効いた専用グラスで部屋で
ゆったり甘口ワインはいかがでしょうか～

限定品

大沢ワインズのリザーブワイン。自社ブドウ畑の中でも、それぞれの異な
る区画から、厳選したブドウを使用し、ブドウ栽培に適した自社ブドウ畑
の素晴らしい個性を代表する最高品質のワインです。手摘みによる収穫
や少量ずつを小分けしての醗酵、フレンチ・オークによる20ヶ月の樽熟
成等、伝統的なワイン醸造技術を使用しています。ダークチェリーやカシ
ス等の黒い果実の芳醇な香りとヴァニラやナッツの香り。口いっぱいに
広がる果実味豊かな味わいにしっかりと心地の良いタンニン。濃厚で
リッチな余韻が程良く続きます。

大沢ワインズ プレステージ・コレクション・
カベルネ・ソーヴィニヨン＆メルロー 2013

自宅で、「ちょこっとリッチな食事」を彩る、飲み頃ワイン!自宅で、「ちょこっとリッチな食事」を彩る、飲み頃ワイン!
109303489 ニュージーランド/赤

起源は1816年まで遡る事ができる、ポルトガル皇太子が創業した由
緒ある蔵元。ここを1904年に買い取ったのが、現当主・ジョアオの祖
父。「ポートワインは甘くてシロップのような飲み疲れするものではな
く、ワインとしてもっと楽しめるべきだと考えている。」と語る通り、料
理との相性も良いワインを造る。このトゥーニーに使う葡萄は全て
オーガニック。一部は除梗して4～5日間のマセラシオン。アルコール
発酵はラガール（浅くて広いステンレスタンク）にて6日間ほど行い酒
精強化（残糖70mg/L）。熟成は 古樽（5,000～15,000L、100年も
の）で5年～7年の熟成。カラメルのような風味と優しい葡萄の甘さ
のある、ホッとする味わいのトゥーニー。これは旨い。

キンタ・ド・インファンタード 
トゥーニー・ポート レゼルヴァ ビオ N.V

オーガニックの葡萄で仕込まれたトゥーニー・ポート！
家に1本あると便利ですよ～♪
オーガニックの葡萄で仕込まれたトゥーニー・ポート！
家に1本あると便利ですよ～♪

109303500 ポルトガル/甘口

5,400 円（税抜）

国内外で多数の受賞歴をもつ日本を代表するチーズ、「さくら」が早く
も入荷！十勝の自然で育つブランスイス種の生乳で造るソフトタイプの
チーズ。口に含むと桜の香りがふんわりと広がる口どけ滑らかな優し
い味わい。チーズの表面には桜の塩漬けがちょこんとのり、底には香り
豊かな桜の葉がまかれている見た目はまるで和菓子のよう。食べる30
分前には冷蔵庫から出して常温にもどすとより香りや味わいが楽しめ
ます。ビオワインやオレンジワインと相性がよいですが、ぜひ試して頂
きたいのは日本ワイン！同じ国産同士絶妙なパワーバランスが今まで
にない感動を与えてくれる事間違いなしです♪

304004793

共働学舎 さくらチーズ
桜が香る可愛らしいチーズで
春を先取りしませんか♪
桜が香る可愛らしいチーズで
春を先取りしませんか♪

イタリア

スリランカ

伝統の製法を守り、熟練の職人が一粒一粒丁寧
に職人の手作業によって造られるグラッパ入りチ
ョコレート。上品な甘みのチョコレートとシボーナ
自慢の樽の風味が漂う、グラッパ・ディ・モスカート
が最高のマリアージュを実現！イタリア国内でも非
常に人気が高く、高級リストランテのプティフール
（一口サイズのお菓子）にも使われています。手作
りなので大きさにバラつきがありますが、1ボトル
約30粒入り。約という所がいかにもイタリア的！一
日一粒ずつ、至福の時間を楽しみませんか？これ
ぞ大人の贅沢です。

304005187

シボーナ ゴッチェ・ディ・グラッパ
一粒食べれば至福のひととき！これが大人の楽しみ方！一粒食べれば至福のひととき！これが大人の楽しみ方！

日本/北海道

色、香り、味わいをより深く感じ取れる甘口やハードリカー
用のグラス。小ぶりながらボウル部分真ん中が角張った
形状で目をひきますが、ここがポイント！この角まで甘口ワ
インやスピリッツを注ぎゆっくりと回すことでデキャンタ
ージュ効果が得られてお酒本来の味わいを引き出してく
れます。口元はすぼまって香りを逃がしにくくなっていま
すので、いつまでも香りを感じていたくなってしまいます。

402003356

オープンナップ 
スピリッツアンビアント16.5

フランス

約30粒 4,900 円（税抜）
数に限りがありますので、ご利用の方はご予約をお薦めします。

季節限定

15%OFF

2

季節商品のご案内♪季節商品のご案内♪



冷蔵品冷蔵品

1脚15％OFF
6脚セット20％OFF

話題の１Ｌワイン！巣ごもりにも〇!スタッフ皆が驚いた特別価格！

2本で3,000円（税抜）！

あのマルサネの名手ドメーヌ・バールの優年
2015ヴィンテージがこの価格でご用意できました！
あのマルサネの名手ドメーヌ・バールの優年
2015ヴィンテージがこの価格でご用意できました！

マルサネを代表するドメーヌ・バールが大特価!昨年の年末を賑わせた
2015年産のこの単独所有畑のブルゴーニュワインが引き続き嬉しい価
格。品質をとても気にするバールの暖かな年のワインは3,000円台とは
まず思えません。スミレや花の香りからハーブを感じる芳醇なアロマ。味
わいはイチゴ、少しに詰めたチェリーがスムースに味わえます。溶け込ん
だ樽の味わいと柔らかいタンニン、この季節にもオススメです。ぜひ上質
ながらもお安くなった名手の良年をお見逃しなく！

109202442

ドメーヌバール マルサネレ・フィノット 2015

フランス/赤

フランス3041000948

どうしても食べて頂きたい！そんな思いで価格を抑えました！
フランス最高峰の熟成氏が手掛ける別格のコンテ。
どうしても食べて頂きたい！そんな思いで価格を抑えました！
フランス最高峰の熟成氏が手掛ける別格のコンテ。

「国家最優秀職人賞」を受賞したクリスチャン・ジャニエ氏熟成のコンテ
チーズ。夏季の高地放牧によって得られたミルクから作られ、厳しい審
査を経て最上のものだけが「アルパージュ」の称号を得られるアルパー
ジュのなかで特に優れたものが選びぬかれた、極上のチーズです。コンテ本来のナッツの
ような香ばしい香りと上質ミルクならではの蜜のような甘味が口のなかの温度でゆっくり
と溶けていく感覚は、一度食べたら忘れられなくなる美味しさです。濃厚なのにくどくない
味わいと長い余韻が至極のひと時を体験させてくれます。チーズ好きワイン好きにぜひ召
し上がって頂きたいバイヤー渾身の逸品です！

ＭＯＦ クリスティン・ジャニエ熟成
コンテ18ヶ月熟成 アルパージュ

イタリア304009910

生ハム界のプリンスとも称されるスモーキーな生ハム！生ハム界のプリンスとも称されるスモーキーな生ハム！

生ハム界のプリンスとも称される豚腿肉のスモーク生ハム。元々はオー
ストリアで伝統的に作られていたもので、地中海の塩漬け技術と、北
ヨーロッパの燻製の技術が融合されたとも言わ
れています。通常の生ハムよりも少し固めで塩
味控えめ、芳しい燻製の香りが特徴。表面は薄
いカビの層で覆われており、これによって過度
の乾燥を防ぎ、くるみやポルチーニのような森
の風味が加わります。そのまま食べるのも美味
しいですが、軽くあぶって食べてもよし。泡、白、
軽めの赤ワインとご一緒に。

アラ・グランデ スペック

ドイツ①402001698 ②402001120 ③402001588

頑丈なグラスの代表！ドイツ製ショットツヴィーゼルセールVINAが最大20％OFF頑丈なグラスの代表！ドイツ製ショットツヴィーゼルセールVINAが最大20％OFF

ドイツはミュンヘン、145年の歴史を誇る「ツヴィーゼル ク
リスタルグラス社」のマシンメイドシリーズVINA。最強素
材トリタン・プロテクトを採用することにより、割れにくく、
圧倒的なコスト削減を可能にしています。ハードなグラス
洗浄機にも耐え、傷もつきにくい！気兼ねなく使いたい時の
おうち飲みグラスに最適です！今回は６脚箱入りのお買上
で20％OFFになりますので、どうぞご利用くださいませ。

SCHOTT ZWIESEL VINA
①シャンパン ②キャンティ ③ピノノワール

幅500×奥行560×高さ1270cm

通常価格 4,200 円 →3,600 円（税抜）

アルザスの人気生産者の1リットルワインが美味い！
ゴクゴク飲めるうれしい1本！
アルザスの人気生産者の1リットルワインが美味い！
ゴクゴク飲めるうれしい1本！

アルザスワインファン必見！嬉しい1リットルワインです！ルネ・ミュ－レは
当店でも人気の高い減農薬や過度な添加物を使用せず、優しくワイン
を醸す老舗の人気生産者。2018年の明るい果実味と、アルザスらしか
らぬ(!?)ケバケバしていない控えめな香りと、真面目でピュアな果実味
の相性がとてもよく採用！おうち飲みの嬉しい味方です。アルザスファン
以外にも低アルコール好きや、お昼からスルスル飲める軽いワインが好
きな方に強くお勧めします！

109303504

ミューレ アルザス・アッサンブラージュ（1.000mℓ）

フランス/白

通常価格 2,400 円 →2,300 円（税抜）

まとめ買い必須！コスパ最強の飲み頃ワイン！！まとめ買い必須！コスパ最強の飲み頃ワイン！！

西オーストラリアのマーガレットリヴァーにてブドウ栽培に最適な
フランス・ボルドーに近い土地を見出した前代オーナー、トニー・
デヴィットが1975年に開園した小規模のワイナリー。テロワー
ルの特徴は、大変水はけが良く極上のワインを造るのに最適な
条件を揃えています。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ワイ
ン造りを行う。スパイシーかつベリー系フルーツの複雑な香り。
強いフレーヴァーと酸とタンニンは熟成後の期待を感じさせる。

109303092

アッシュブルック カベルネ・メルロー 2014

オーストラリア/赤

有機栽培のブドウだけから造られた、高コストパフォーマンスのワイン有機栽培のブドウだけから造られた、高コストパフォーマンスのワイン

自然のリズムやエネルギーと同調して農業を実践するバイオダイナミック農法を取り入
れ,より優れたワインを造ることを第一の目標に掲げ、2016年には有機栽培に移行中
であったピノ・ノワールが有機栽培の認証が下り、すべての品種が有機栽培の葡萄にな
りました。20%フレンチオーク樽で6ヶ月熟成、フレッシュなサクランボのアロマがかぐわ
しく、良質なカベルネに表れるかすかな鉛筆の芯のニュアンスも感じられ、渋み成分は
穏やか。タンニンはシルクのように滑らかで、良い意味でチリらしくないワインです。
2020年のサクラアワードではダブルゴールドを受賞しました。すき焼きなど濃いお味の
お料理にもピッタリな安旨なチリカベです！

109303403

エコ・バランス カベルネソーヴィニヨン
ヴァレ・セントラル2019

チリ/赤

通常価格 1,100 円 →950 円（税抜）

100gあたり 通常価格 1,750 円 →1,550 円（税抜）150g 通常価格 1,000 円 → 850 円（税抜）

1脚 2,000 円 →1,700 円（税抜）6脚 10,560 円 →9,600 円（税抜） 通常価格 138,600 円 →106,000 円（税抜）

バイヤーイチオシ！大樽熟成「カ・ヴィオラ」のバローロ！バイヤーイチオシ！大樽熟成「カ・ヴィオラ」のバローロ！

『ガンベロロッソ』2002年度最優秀エノロゴ！カヴィオラがバローロを造り始
め、初ヴィンテージ2006年でいきなりトレビッキエリ獲得！粘土質石灰土壌。標
高470mの南、南東向きの寒暖差がある急斜面。50hlの大樽で24ヶ月間熟
成、残り12ヶ月コンクリートタンクで熟成。瓶熟成12ヶ月間。畑の斜面に古い
城があり、その城の直ぐ下にある畑「ソット・カステッロ」。「将来はさらに素晴ら
しいワインができる高いポテンシャルを持つ畑」とも言われ、今現在味わってお
きたいバローロのひとつ。チョコレートやたばこのニュアンスの中に優雅な花の
エレガントな香り。今年、試飲しましたが大樽熟成のバローロに共通する余韻が
素晴らしく、優雅な時間を与えてくれます。もちろんセラー熟成もオススメです。

カ・ヴィオラ バローロ・ソット・カステッロ
DOCG 2013

109303295 イタリア/赤

希少なバックヴィンテージ！
ワイナリーストックが破格で登場！
希少なバックヴィンテージ！
ワイナリーストックが破格で登場！

リチャード・ワードとディヴィット・グレイヴズの二人がカリフォルニ
ア中を旅し、理想的な地を求めて探してAVAが認定されたばかり
のカーネロスでワイナリーを設立しました。初ヴィンテージは、
1981年と40年近くの歴史がありますが、83年には、ホワイトハウ
スでエリザベス女王に提供されたこともあります。今回は2000年
代前半のライブラリーストックが特別入荷しました。カーネロスの
ポテンシャルを最大限に引き出したトップキュヴェ。長い熟成によ
る複雑な風味が加わり深い味わいとなっています。

セインツベリー 
シャルドネ ブラウン・ランチ 2006

109303262 アメリカ/白

通常価格 9,800 円 →9,000 円（税抜）

2本 3,000 円（税抜）1本 2,800 円（税抜）→

通常価格 6,700 円 →5,680 円（税抜）

カットの大きさ（ｇ）により価格は変動します。

重厚感のあるゴールドラインがピリッと光る
“進化系インバーターワインセラー”
重厚感のあるゴールドラインがピリッと光る
“進化系インバーターワインセラー”

中型のインバーターセラーが装いと機能アップでモデルチェンジ。
必要な分だけ稼働し、負荷の少ない冬場や夜間は回転数を落とし
て効率的に冷却、運転音も比較的静かで振動も少なく省エネ効果
も期待できると、良いことづくし。2温度帯で上下違う温度で使用で
きるので便利。〈当店でのワインセラーご購入特典として、収納本数
分のワインが15％OFFになるチケットを進呈！（有効期限あり）〉

フォルスターカジュアル＋
FJC-162GD ブラック 60本用 2温度帯

501000586

数量限定

① ② ③

数量限定のお得な商品をご紹介！数量限定のお得な商品をご紹介！

3



通常価格 4,500 円 →
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フランス/白

フランス/白109303050

2020年ブルゴーニュ・ブラン売上本数第一位！
ムルソー・シャルムから僅か数百メートルでこの価格！
ドメーヌ・ルージョ ブルゴーニュ・コート・ドール 
レ・グラン・グット 2018
あのムルソー・シャルムから僅か数百メートルしか離れていないワインがもし3000円台だったら…。と
思っただけでブルゴーニュ好きならば居ても立っても居られないと思います！このドメーヌ・ルージョが所
有してる畑はピュリニー・モンラッシェに隣接しています。味わいは柔らかく、こってりというよりはとにか
くグラスを口に運んでしまう上質で柔らかい果実味が特徴的。あっという間にグラスが空になってしま
います。それほど酒精が良いのです。唯一
無二の果実。良年2018年は素晴らしい!

109303506

誰もが知っている!?コントラフォンの”後継者”的ワインが
数量限定の特別価格！
レ・ゼリティエール・デュ・コント・ラフォン
マコン・ヴィラージュ 2018
泣く子も黙るコント・ラフォンがなんと嬉しい価格でご紹介できるなんて…！ムルソーの巨人と称され
る現在のブルゴーニュには欠かせない巨匠ドミニク・ラフォンが”もっと気軽に、マコン地方の魅力を
楽しめるワインを造りたい”との情熱の元生産されるのがこのゼリティエ―ル・シリーズ。ムルソーと
変わらない情熱、ビオディミ農法で造られるフレッシュな酸、味わいが魅力。良年2018年の魅力と
嬉しい特別価格…。ぜひフレッシュなチーズ
と香ばしいパンをご用意ください！

フランス/赤109303050

2020年大ヒット!メルキュレイの実力派生産者の一級モノポール！
ドメーヌ・トゥーロ・ジュイヨ メルキュレイ・
１ＥＲ・ＣＲＵ ラ・カイヨット 2017
店長含め多数ソムリエを唸らせたブルゴーニュ・メルキュレイのトップ生産者のひと
り、トゥーロ・ジュイヨが仕込むモノポール(単独所有畑)が素晴らしい！このカイヨット
とは畑の近くに在った猟師の小屋を指している。味わいはコート・ド・ニュイを連想さ
せる華やかなアロマ。味わいも淡いカシス、グリヨット・チェリーなど落ち着きさと甘
やかさを含んでいる。年末大ヒットとなったメルキュレイ一級畑、ジビエにベリーの
ソースを合わせて頂きたい今が
飲み頃のブルゴーニュです！

3,980 円（税抜）

イタリア/赤

「ボン・バ・バ・バ！」バッカスも思わず叫んでしまう！？
陽気なデイリーワイン！
グアード・アル・メロ
バッコ・イン・トスカーナ 2018

109303250

ラベルの「bom ba ba ba」ボン・バ・バ・バとは戯曲「バッコ・イン・トスカーナ」の中で、トスカーナワ
インを飲んで陽気になったバッカスが叫んだ喜びの声です。当主ミケーレの妻アナリサが、古来か
ら伝わる伝統や詩をモチーフにデザイン。巨大な図書館のような部屋、ワイン文献、まるでワイン博
物館に来たような心躍るカンティーナです。ブラックベリー、鉄、オリーブ、ほのかに黒胡椒とシナモ
ン、赤い花のような深みのある香り。スパイスと酸のバランスが絶妙！
こなれた樽熟の赤。日々楽しむデイリーワインにお勧めです！ 2,300 円（税抜）

5,000 円（税抜）3,300 円（税抜）

帝王コント・ラフォンの人気銘柄！マコンのレベルが分かる逸品！ 5,000円のブルゴーニュでイチオシです！

新世代ムルソーの旗手！年末大ヒットした人気銘柄！フランス/泡白109303255

東京で販売しているお店はPARTYだけ
今注目の!コート・デ・バールの注目の生産者！
ピコネ・トロワ・セパージュ N・V（2015）
生産僅か3348本！日本初入荷となり、東京で販売されているの実店舗はWINE MARKET PARTYの
み！ピコネはあのシャルトーニュ・タイエなどと親交があり、アヴィズ村、ブルゴーニュ、スイスと様々な地
方で修業し、現地の人気ワインショップのバイヤー達が”ピコネには注目したほうが良い”と口を揃え、
満を持して日本に入荷。実際は数万本生産できるが、厳選した果汁のみを使用。マロラクティック醗酵
しても高い酸を残し、スルスルと飲み口が柔らかく、上品に香る。2015年単一のブドウを使用。シャン
パーニュの新星、ぜひお試し下さい！（P･N40％ P･B35％　Ch.25%） 8,400 円（税抜）

限定品！都内で販売しているのはPARTYだけ！

イタリア/赤109301453

トスカーナ伝統の『ゴヴェルノ製法』！これぞ古き良きキアンティ！
メリーニ  キアンティ ゴヴェルノ アッルーゾ・
トスカーノ 2016
1860年、瓶を藁で巻いた「フィアスコボトル」を考案、また世界で最初のキアンティ・クラッシ
コの単一畑ワインをリリースした300年を超える歴史がある老舗ワイナリー。15％の収穫し
たブドウを21日間陰干しし発酵。フレッシュなブドウで発酵させたワインを少しずつ加え、再
発酵。このゴヴェルノ・トスカーナという伝統的な手法により、しっかりとしたストラクチャー
があるワインに。これはキャンティのアマローネ！？さらに、スーパータスカンブレンド…個性
的すぎます。超が付くほどの優良年！
2016年のトスカーナワイン！ 2,080 円（税抜）

イタリア/白泡

これは大ヒットの予感！濃密な「マアジ」のコク旨スパークリング！
マアジ モクセ N.V

109303374

ヴェネト州の伝統的なワイン製法の「アパッシメント」（ブドウの陰干し）により、糖度が高め
られ独特の豊かな風味とエレガントでリッチなタンニンが「これでもか！」というほど押し寄
せてくるマアジのワイン！そんなマアジの陰干ししたブドウで造るスパークリングワイン！ピ
ノ・グリージョは陰干しせずに醸造。ヴェルドゥッツォは3週間陰干しステンレスタンクで発
酵。その後ブレンドされシャルマ方式でスプマンテに。繊細な花の香りと共にフルーツと柑
橘のアロマ！陰干しからくるしっかりとコクのある味わいで、とにかく美味しい！！年末から店
頭で販売しましたが、すでにリピー
ター続出！ぜひお試しください！ 2,200 円（税抜）

イタリア/白109303447

ほんの一口飲むだけで“すごさ”が伝わる”衝撃”のワイン！
マルコ・デ・バルトリ グラッポリ・デル・グリッロ 2018
緻密な酸と存在感のある余韻。たった一口でこのワインの凄さが伝わってき
ます！ワイン法の縛られた既成概念に疑問を持ち、それを壊すことで生まれた
ワインは、マルサーラ地区において唯一アイデンティティーを確立していま
す。フェニキア人がマルサラにもたらしたと言われる土着品種グリッロ。世間
的に認識の無いグリッロ種の個性、特製を世に知らせる為、1990年当時、初
めて酸化熟成を行わない醸造にチャレンジしたキュヴェ。木樽での醗酵＆熟
成。これを知ってしまうと、シャルドネを飲んでいる
暇は無い！？ 4,000 円（税抜）

スペイン/赤10911396

2020年スペイン赤ワイン売上第一位！殿堂入り確実！
フアン・ヒル シルバー・ラベル 2017
「価格が五倍の一流のボルドーと比べたが、全く遜色なく、コストパフォーマンスが
素晴らしい！」とまでロバート・パーカーが絶賛、賛辞を送った当店でも不動の人気を
誇るスペイン赤ワイン。樹齢40年以上の古樹のブドウを使用。濃厚な果実味と凝縮
感のあるジャムのような味わい、ブドウ由来の鉄分と甘く香ばしいニュアンスが絶
妙！深みのある果実の旨味が力強く長い余韻として続きます。飲んでいて不思議と
疲れや飽きを感じません。フミーリャのポテンシャルとモナストレル本来の質の高さ
を世に知らしめた1本。殿堂入り
確定？の素晴らしいワイン！ 2,700 円（税抜）

豊かな香りとクリアで引き締まった力強い味わい！
マキナ・イ・タブラ パラモス・デ・ニカシア・ブランコ 2018
マキナ・イ・タブラはオリオルとスサナの若いカップルが2013年にカスティーリャ・
イ・レオンで立ち上げた小さなプロジェクト。オリオルは以前銀行関係の職につい
ていた異色の経歴を持ちます。個性をそなえた古い畑を自らの足で探し歩いたた
め、畑は各地に点在しています。畑ではビオディナミ農法を実践。5haの畑で平均
樹齢50年のブドウを栽培。フレンチオーク樽で8ヶ月熟成。新樽は使用していま
せん。白い果実やローリエ、柑橘類など豊かな香りとクリアで引き締まった力強い
味わい。ヴェルデホ50%/マル
ヴァジア・カステリャナ50% 1,800 円（税抜）

スペイン/白10933567

通常価格 2,150 円 →

時を経てスペインから届いた20年熟成の古酒！
アルティーガ・フステル エルミータ・デ・サン・ロレンソ・グラン・レセルバ 2001
アルティーガ・フステルは2002年に、マルティー・ケール氏率いる経験豊富な少
数精鋭のチームによって設立。氏は、ニューヨークの高級レストラン「オレオー
ル」でチーフ・ソムリエを努めるなかで「飲む人のニーズに合ったリーズナブルで
高品質なワイン造り」を目指すようになる。こちらは、20年の熟成を経た2001
ヴィンテージ。醗酵はステンレスタンク、熟成はオーク樽にて36か月。その後
8,000-15,000Lの樽で15年熟成。ガルナッチャの古樹が与える果実味とまろ
やかな口当たり。2001年は優れた凝縮感を持つ優良
年！ガルナッチャ60%/カベルネ・ソーヴィニヨン40% 2,600 円（税抜）

スペイン/赤10933570

通常価格 2,900 円 →

通常価格 2,900 円 →

通常価格 3,500 円 →

フランス/赤109303401

掘り出し物！試飲して好評だったカベルネ主体熟成ボルドー!
シャトー・トゥール・デュ・オー・ムーラン 2001
ボルドー専用のインポーターが”このワイン、絶対にPARTYさんにオススメで
す！”とご紹介いただき、”2001年か～熟成はちょっとな～”と思いながら試飲
してみると、この活きた果実味でこの価格は！と思い即発注してしまいました
…。黒系果実ベースでしっとりとしていながら、骨格があり、インク、獣臭、皮
も感じます。樽の派手な甘さいというよりは、熟成により、柔らかくなった果実
由来の自然な果実味が心地良く柔らかく…。嬉しいカベルネ主体。熟成ボル
ドー好きにオススメです! 3,600 円（税抜）

嬉しいカベルネ主体！熟成ボルドー！

新ヴィンテージ入荷！ 自然派ワイン

通常価格 3,800 円 →

通常価格 5,750 円 →

通常価格 2,189 円 →



アメリカ/赤

大人気ブランドの完全新作！シリーズ内イチ押しです！
689セラーズ 
サブミッション レッド・ワイン 2018
ナパやソノマの銘醸ワインを専門に扱うマーケティングエージェントとして長年経験を重
ねてきたプルミエ・ワイン・グループがカリフォルニアきっての醸造家ケント・ラスムセン氏
と設立したジョイントベンチャー。「6」は幸福、「8」は豊かさ、「9」は長寿を意味します。大
人気のサブミッションシリーズに新作が登場しました！ジンファンデルを主体としたレッド・
ブレンドは、ナパ、ソノマ、パソ・ロブレス等カリフォルニアの各銘醸地のブドウを使用。フ
ルボディでリッチ、しっかりと芯がある
満足度の高いワインです！

5

2,200 円（税抜）

ドイツ/白

限定12本！

ドラクストンは約20年前に醸造家マイク・ドラクストンによって創業したソノマの小さなワ
イナリー。ソノマ各地の優良な栽培家たちと手を組み、高品質なワインを造っていました
が、閉鎖が決定。今回オールド・ヴィンテージの在庫調整により、特別な価格での輸入が実
現しました。比較的温暖なアレキサンダー・ヴァレーのヒルサイドにある畑をブレンド、豊か
な芳香成分を育み、濃厚な果実味深い熟成感とそれを支える程よい酸味のバランスが心
地よく素晴らしい味わいのワイン。多
くのソムリエから高く評価されます。

チャールズ・スミスはワシントン州で随一の人気を誇るワインメーカー。ローヌ品
種、ボルドー品種でも名声を高め、更にピノ・ノワールのリリースを成し遂げまし
た。温暖なワシントンにおいてピノ・ノワールで成功を収めた生産者は今まで存在
していないのですが、チャールズが目を付けたのは標高が高く、ブルゴーニュと同
じ石灰岩土壌を持つゴールデン・ウエスト。野生のイチゴのようなアロマかで始ま
る贅沢な香り、タンニンがあり非常に複雑な味わいです。
記録されるべき作品であり、これぞニュー・クラシック！

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！

温暖なワシントンで成功した唯一のピノ・ノワール！
チャールズ・スミスの新作です。
ゴールデン・ウエスト ピノ・ノワール G.Wヴィンヤード 2018

3,900 円（税抜）

アメリカ/赤

青森県出身の小山浩平さんは、英国留学時代にワインに魅了され、2011年
にNZへ渡りました。その後、南半球で最高の研究所であるリンカーン大学を
主席で卒業。世界各国でのワイン修行を経て、南島のネルソンにワイナリー
を設立。100%オーガニック認証のブドウを使用。手摘みで収穫後に除梗し
て開放桶で20日間のスキンコンタクト。フレンチオーク内でマロラクティック
発酵を経て無濾過でボトリング。果実感を抑えた香りで口に含むと上品な
キャラメル感が特徴的。非常にスムーズなフィニッシュ
で余韻も長い。

3ヴィンテージ目の醸造となる渾身のオレンジワイン！
グリーンソングス アンバー・ピノ・グリ 2020

3,400 円（税抜）

チリ/赤109300118

飲むたびに味わいが違う？！
8種の品種のブレンドワインです
コノスル シングルヴィンヤード 8グレープス
昨年デビューし、話題になった赤ワインを8種ブレンドしたコノスル シングルヴィ
ンヤード8グレープス。カべルネ・ソーヴィニヨン28%、マルベック19%、グルナッ
シュ・ノワール16%、カリニャン16%、カルメネール6%、プティ・ヴェルド6%、プ
ティ・シラー5%、ムールヴェードル 4%の比率でブレンドされており、トップに熟し
た黒い果実、胡椒やミント、青いピーマンのニュアンスがあり注ぐたび、時間の経
過とともに新しい発見があるワインです。冬の贈り物を
イメージしたボックス付きのお品物です。 1,950 円（税抜）

日本/白100101555

日本最高クラスの貴腐ワイン！
黄金色の輝きと蜂蜜のように優しく甘美な香り！
グランポレール 長野古里リースリング貴腐 2015
千曲川の支流である浅川に隣接し、川より下側に位置しているため、秋が深まると朝
霧が園内にこもり易い環境となり、貴腐菌がぶどうに繁殖し易くなります。比較的酸
度が高い状態で貴腐菌が繁殖することから品質の高い貴腐ぶどうとなります。リース
リング種貴腐ぶどうを厳選し、平均糖度45度という蜜のようにトロリとした果汁を丹
念に醸造。収穫をぎりぎりまで遅らせ、非常に糖度の高いぶどうで造られる貴腐ワイ
ン。黄金色の輝きと、蜂蜜のように優しく甘美な香りに
溢れ、心地良い酸味と洗練された甘みが広がります。 30,000 円（税抜）

ニュージーランド/白109101576

ニュージーランド/白109302568

ニュージーランド2020年人気ランキングNo.1！
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 2019
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！ 1,700 円（税抜）

南アフリカ/白109202302

2021年南アフリカ ワイナリー・オブ・ザ・イヤー獲得生産者！
クライン・ザルゼ・ワインズ 
ヴィンヤード・セレクション・シュナン・ブラン 2017 
1685年にステレンボッシュにて設立。現在はバッソン夫妻が所有し、厳密な地質調
査や設備投資をし、今では国内外の評価がうなぎ登りの生産者です。樹齢の古い
シュナン・ブランを使用し、樽発酵、樽熟成。ふくよかで余韻のながいワインを産み出
しています。今、世界で最も注目されているワイン産地の肉厚でありながらエレガン
トでモダンなスタイルを是非一度体験してください！当店で最も売れている南アフリ
カの優良生産者、今後も必見です！ 2,380 円（税抜）

109303493

109303560

カベルネ好きが唸る味わい！特別入荷のバックヴィンテージワイン！
ドラクストン カベルネ・ソーヴィニヨン 
アレキサンダー・ヴァレー 2014

3,580 円（税抜）

アメリカ/赤109303315

109303509

日本人女性醸造家が仕込むほんのり甘いショイレーベ♪
ベルンハルト・コッホ ショイレーベ シュぺートレーゼ 2018
ファルツのハインフェルトにある家族経営の造り手。このワイナリーでワイン造りを
するケラーマイスター(醸造責任者)は兵庫県出身の坂田千枝さん。幼い頃から果樹
栽培の仕事をしたいと考えていた彼女は、「お客様が求めるワインを造ること」をモッ
トーに、自身の好きなブルゴーニュのようなスタイルを目指してワインを仕込みま
す。手摘みで丁寧に収穫されたショイレーベをステンレスタンクで6カ月間熟成。白
桃や熟したグレープフルーツのようなさらっとした甘みと優しい酸があり、野暮った
さを一切感じさせない、ドイツワインの虜になること間違い
なし！どんな人にも飲んでいただきたい万能ワインです！

2本で3,000円（税抜）！

今後世界中から注文が入る生産者です。

2,500 円（税抜）

ポルトガル/白109207627

何だかんだやっぱり人気だった！ポルトガルの美味しい微発泡♪
ヴィニビオ ヴィーニョ・レジオナル・ド・ミーニョ ミカ 2018
共に良いヴィーニョ・ヴェルデを造ろうと4人のブドウ栽培農家が立ち上げた小さな協同組合。造り手のフェ
ルナンド・パイヴァはニコラ・ジョリーやピエール・マッソンの影響を受け、ビオディナミを独学、自分の環境に
合わせたやり方で実践しています。この2018年は雨が非常に少なく暑い夏で、8月の熱波で葡萄が焼けて
しまった為、その葡萄をはじき、選果をした。しかし収量が少なく近隣の有機栽培の農家から葡萄を一部購
入した為、DOヴィーニョ・ヴェルデとは名乗れなくなったが、しかし厚みがあり、しっかりと熟した葡萄の風
味が感じられる。ミカとは土壌の雲母の事で、この土地で高い割合で存在しているという事で名付けたと
か。フローラルで華やか、柑橘系の皮や緑色
の葡萄のニュアンスが魅力的。 2,400 円（税抜）

通常価格 4,900 円 →

オーストラリア/白109203784

オーストラリア2020年人気ランキングNo.１！
アッシュブルック・エステート ヴェルデホ 2018

ヴァイン・クリフの歴史は、古く1871年という伝統的な生産者。疫病や禁酒法な
ど、多くの困難がありましたが、不死鳥の如く蘇った名門。現在は、ホテルマン出
身のチャック・スウィーニーが所有し、ワインメーカーのトムと畑の開墾から瓶詰め
まで丁寧なワイン作りをしています。今回は、ワイナリーからのバックストックが限
定で入荷。作る、香り豊かで、上質なカベルネを是非、お試しください。2013年の
ナパ・ヴァレーは、生育期が長く、フレーヴァーの量が
けた違いに多い、近年で最も成功したヴィンテージ。

今後も値段が上がり続けるオークヴィルのカベルネがこの価格！
ヴァイン・クリフ ナパ・ヴァレー・オークヴィル 
カベルネ・ソーヴィニヨン 2013

10,500 円（税抜）

アメリカ/赤109301153

通常価格 2,500 円 →

通常価格 2,300 円 →

通常価格 1,900 円 →

通常価格 2,500 円 →

通常価格 1本 2,500 円 → 3,000 円（税抜）2本



数量限定

季節限定

数量限定

クランデーツプレゼント！先着60名様

※一歳未満の乳児には食べさせ
　ないで下さい。

一度は食べて欲しい！ 本気の食材揃ってます！一度は食べて欲しい！ 本気の食材揃ってます！
2020年度オリーブオイル部門
売上げ第一位！
コセルヴァ
EXVオリーブオイル 

自然豊かな山間の島根県美郷町で捕らえた野生のイ
ノシシの肉と新鮮な野菜、そして塩とオリーブオイル
だけでじっくり煮込んでできた黄金色のスープに、ゴ
ロっと大きくカットした野菜とイノシシ肉を贅沢に入れ
て作りました。塩以外の調味料を一切使用していな
い、自然な旨みをお楽しみください。好みのスパイス
や胡椒をきかせても美味。寒い季節にストックしてお
きたい一缶です。

数あるオリーブオイルの中で2020
年度の売上げナンバーワンを記録し
た、当店スタッフの使用率も高いオ
リーブオイル。輸入元はワインのイン
ポーターでもあり、芝公園でフレンチ
レストランも経営するシュヴァリエさ
ん。鮮度と美味しさを守るために日
本にはワインと一緒に冷蔵コンテナ
で輸入しています。スペイン農林省
コンクールで2年連続第1位を獲得し
たこともある実力の持ち主。約
1,500軒の農家が造ったオリーブを
全て手摘みで収穫し、厳選した実だ
けを使用して造られる極上のオリー
ブオイルです。

304100763

無添加、無着色で
素材の持ち味を活かした逸品！
イノシシ肉のポトフ

30407972 スペイン 30701667 スペイン

2020年度オリーブ部門売上げ第一位！
フラガタ セレクション･
アンチョビ入りオリーブ
昨年のオリーブ部門売上第一位になった当店ベストセ
ラーのオリーブ！厳選した大粒のスペイン産マンザニロ
オリーブの種を抜き、アンチョビのペーストを詰めまし
た。オリーブとアンチョビ両方の美味しさが口の中いっ
ぱいに広がります。楊枝に刺すだけで簡単にピンチョ
スが完成！白ワインやスパークリングと相性抜群、お酒
がすすむオリーブです。1缶より2缶、2缶より3缶と買
えば買うほどお得な価格設定にしましたのでこの機会
におまとめ買いはいかがです
か？軽く1缶食べてしまう美味
しさです！

スペイン

日本 304100866 フランス ベルギー

1982年ベルギーで設立されたコンフィダス。設立よ
り伝統的なフルーツゼリーの製造に特化していまし
た。ベルギーおよび海外で優れた評判を積み重ねて、
とうとうフルーツ最小含有量を60％に増量し、人口着
色料や香料を使用しないレシピで本物のフルーツぜ
りーを作り上げました。フルーツをかたどった食べやす
い一口サイズ。噛んだ瞬間、フルーツの香りと甘酸っ
ぱさが口いっぱいに広がります。

304100873

日本初上陸！本物のフルーツゼリーはこれ！
コンフィダス リトルフルーツ

日本/兵庫県304100947

都内は当店だけ！！
パティシエ西山氏からの
極上スイーツのおすそわけ♪
馴染みのお店だけでの限定販売！
Ｂｉｅｎｅ Ｂｉｅｎｅ ハニークランチチョコＢｉｅｎｅ Ｂｉｅｎｅ ハニークランチチョコ
当店の人気商品『ハニーバターサンド』を製造する
西山氏がＢｉｅｎｅＢｉｅｎｅの非加熱蜂蜜をたっぷり使用
したハニークランチチョコを新リリース♪ザクザク・カ
リカリの新食感ハチミツクランチです。まろやかなミル
クチョコレートと、香り豊かなハチミツクランチがベス
トマッチ♪小麦粉を使用せず蜂蜜を固めてクランチに

するので、口の中ですぅっー
と溶けていきます。甘すぎな
いので、男性にも喜ばれる商
品です。一つ一つ丁寧に作り
あげるため、馴染みのお店で
のみ販売を。そのお店にパー
ティーが選ばれました！

日本/北海道304100376日本304100950

あの感動をもう一度！
当店の人気発酵バターお買い上げの方に
クラウンデーツ（2粒入り）プレゼント！
山中牧場 プレミアム発酵バター山中牧場 プレミアム発酵バター
数年前に行った当店の大人気ワインイベントの際、ク
ランデーツにこちらのバターを挟んで提供したとこ
ろ、多くのお客様が大絶賛！デーツの販売元の社長様
もこの組み合わせに感動され、今回はデーツの販売
元様の協賛を得てこのプレゼント企画が実現！デーツ
を半分にカットし
てその 中にバ
ターを詰めるだ
け。ねっとり濃厚
なデーツの甘さ
と発酵バターな
らではの穏かな
酸味が口の中で
広がります。こん
な食べ方があっ
たのか！と感動す
る美味しさです。

冷蔵品 冷蔵品

ありそうで無かった！！
ほどよいトリュフの香りと
濃厚なチーズがとろけた時の極上感♪　
special mix cheese truffe editionspecial mix cheese truffe edition
今までありそうで無かったトリュフ入りのシュレット
チーズ！結着防止剤セルロースは使わず、無添加で作
り上げた、とろけるチーズなのにそのまま食べても美
味しいと大好評の当店の大人気のとろけるチーズに
季節限定で「トリュフ入り」が登場しました！トリュフに
合うように数種類のチーズがブレンドされた極上のと
ろけるチーズです。トリュフと相性がよい「卵料理」に
かけた時の至福感といったら…♪初入荷のため今回
限りお試し価格でご案内♪冷凍も出来る商品ですの
で、ぜひこの機会にお試しください！

すべて手作業！かわいいキノコは
匠の技で出来ています！
シャンピニオン・キャラメルシャンピニオン・キャラメル
「クオリティ」「味」そして「体にやさしい」ことを理念に
チョコレート作りに向き合ってきた正真正銘の「メイド・
イン・フランス」のブランド【ミシェル・クルイゼ】。かわ
いい「きのこ」を作るのには6つの工程必要で全て手
作業。見事な断面の層はまさに職人技！傘の部分は、
ダークチョコレートの中にヌガティン。幹はホワイト
チョコレートの中にモチモチしたキャラメルが入ってい
ます。いろんな食感が楽しめて一粒食べるだけで満足
する味わいです。

30410926

激旨！カンタブリア海産の最高級アンチョビ！
アロジャベ カンタブリア産
アンチョビ・オリーブオイル漬け
アロジャベのアンチョ
ビは、カンタブリア海
で獲れる最高級のカ
タクチイワシを職人の
手で丁寧に処理し、最
高の食感と塩加減に
なるように熟成させ、
オリーブオイルに漬け
て仕上げます。カンタ
ブリア海沿岸の家庭
で長年受け継がれてきた伝統的製法を守って造られ
るアンチョビは、熟成による深い味わいと繊細な食
感、赤みを帯びた美しい色、どれをとっても最高級の
アンチョビと言えます。アンチョビは消化がよく、豊富
なビタミンやミネラル、良質なアミノ酸、貴重な不飽
和脂肪酸などを含む、栄養価の高い食品です。

750mℓ 2,850 円（税抜）

85g/1個 300 円（税抜）

2個 500 円（税抜）

3個 700 円（税抜） 78g 2,250 円（税抜）

6粒 780 円（税抜）440g 1,430 円（税抜） 5粒 2,200 円（税抜）

50g 860 円（税抜） 200g 1,300 円（税抜）

なくなり次第終了

200g 通常価格 750 円 →初回限定お試し価格 699 円（税抜）

冷蔵品
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人気のワイングッズメーカー、Pulltexの定番ワイ
ンバッグ。しばらく欠品していた４本用が再入荷し
ました！折りたたんで
持ち運べるシンプル
なデザイン。６本入れ
ると結構な重さにな
るので４本だとちょう
どいい！中は仕切られ
ているので瓶同士が
当たることなく安心
して持ち歩く事が可
能です。
素材:ポリエステル

125g ①②1,680 円（税抜）  ③④⑤1,990 円（税抜）  ⑥2,780 円（税抜）

10％OFF

店舗限定販売品

18,800 円（税抜）
<内容>本体:タイ、ガス:オーストリア

専用ストッパーx1、ガスカートリッジx1、保証書

1,200 円（税抜）
サイズ:170W、165D、263H
太目のスパークリング等には適応していません

500 円（税抜）
サイズ：W240×D170 ×H155mm
素材：不織布＋発泡材＋アルミ

①1,900 円（税抜）  ②2,400 円（税抜）
サイズ：①約40×70cm ②約40×90cm

カラー：クールグレー 素材：ポリエステル85%、ナイロン15%

持っておいて損は無し！ 便利な雑貨です！持っておいて損は無し！ 便利な雑貨です！

スパークリング、シャンパン愛好家の方へ朗報！泡立ちを
キープするのはもちろん、アルゴンガスのよって酸化も防
止してくれる保存グッズが登場しました！使い方もシンプ
ルで、専用ストッパーの上からシャンパンプリザーバー本
体をセットし、３秒押すだけ。注入したアルゴンガス・炭酸
ガスがボトル内に層を作り、酸化を防止するとともに繊細
な泡立ちまでしっかり守り開栓時時そのままのフレッシュ
な風味を保ちます。「お気に入りのスパークリングワインを
少しずつ何日
かに分けて」
「また来週末
に」など楽し
む幅が各段と
上がります☆
スイスの技術
革新を体験く
ださい！

今やワインラヴァーの間で定着しつつある、ワイ
ンの酸化を簡単に防ぐ事ができるアルゴン・ワイ
ン・セーヴ・プロ。空気中に含まれる無味、無臭、無
色の気体アルゴンは空気に含まれる窒素や酸素
よりも重いためごく少
量の使用で酸素を遮
断でき、スプレーを液
面に近づけシュッと一
吹き！スパークリングワ
インや日本酒、その他
食品に幅広くご使用い
ただける優れもので、
家飲みが増えた今大
活躍です！一家に1本い
かがでしょうか。

350mlの缶入りドリンクがちょうど6本入るサイ
ズ。横に広くまちがついているのでチーズや生鮮
食品のパックが斜めにならないでお持ち運び頂
けます。お惣菜、ランチボックスのテイクアウト等
新しい日常でのお買い物シーンに大活躍間違い
なしです！使わな
いときは折りたた
めます。

当店スタッフ使用満足度大のしなやかで優しい手触りの日本
製グラスタオルです。BIRDY社が開発の吸水性に優れた
「BIRDYシルキー
ストレッチファイ
バー」を採用してい
ます。沢山拭いて
も毛羽たちがなく
きれいにグラスが
輝きます。乾きやす
いのも嬉しいグラ
スお手入れグッズ
です。

リーデル・オーシリーズは脚なしのカジュアルなスタイルですが、ブド
ウ品種ごとにワインの個性が最大
限に引き出せる設計になっている
のでご安心ください！カベルネ／メ
ルロは大きな縦長のボウルで複雑
な香りを解きほぐし、厚みのあるフ
ルボディタイプに最適。リースリン
グ／ソーヴィニョン・ブランは白ワ
インはもちろん軽めの赤ワインに
も○。ペアボックス入りでギフトに
も喜ばれますよ。
（クリスタルガラス）

19世紀イギリスの詩人でテキスタイルデザイ
ナーでもあった、ウィリアムモリスの自然界の野鳥
や草花が繊細なタッチで描かれたティータオル。
ポットやカップなどの食器類の上にかけたりお茶
関連で使われる
ものですが、鮮や
かな色柄でアフ
タヌーンティーに
はもちろん、テー
ブルセンターや
パソコンカバー
などでお使いい
ただいても素敵
です。（綿100％
またはリネン）

402003449 スロベニア402002610 スペイン

日本

ワインをお洒落に楽しむためのルクルーゼら
しいスリムでシンプルなデザイン。エアレー
ター、ストッパー、ポアラーの機能を兼ね備え
たデキャンティングポアラーの登場です！独
自のエアレーション機能によって、瓶口に取
り付けて注ぐだけでワインが開きます。ス
トッパーを兼
用しているの
で取り付けた
ままひねれば
OK。注ぎ口
は液だれしに
くい形状のス
テンレス製。

「様々なスタイルのワインに適応し、高い専門性と美し
いデザイン性に優れた」をコンセプトに、ジャンシス・ロ
ビンソン氏が長年の夢であったワイングラスコレク
ションを世界的なプロダクトデザイナーであるリ
チャード・ブレンドン氏と共に完成させました。ハンドメ
イドの繊細さにしっかりと安定感のある台座。シャン
パン、ポート、シェ
リー、ワインの種類
や色、ボディの強さ
に関係なく、１脚の
グラスで様々なワイ
ンに対応できるよう
特別な設計がなさ
れています。無鉛ク
リスタル製。500cc

迷ったらこのグラス！世界で活躍する
ワインスペシャリストがプロデュース
した大本命の１脚です
ザ・ジャンシスロビンソン
ワイングラス
ザ・ジャンシスロビンソン
ワイングラス

zzysh
シャンパンプリザーバーセット
zzysh
シャンパンプリザーバーセット

①402003394  ②402003395

拭きあがりの満足感◎のグラスタオル
バーディ グラスタオル
①Mサイズ ②Lサイズ
バーディ グラスタオル
①Mサイズ ②Lサイズ

タイ王国402003461

リピート率高！今や欠かせない
アイテムのアルゴンガススプレー
アルゴン・
ワインセーヴ・プロ
アルゴン・
ワインセーヴ・プロ

ドイツ

手軽なボトル４本用のバッグが
再入荷しました
Pulltex
ワインバッグ４本用

407001542 ①402001388 ②402001271イギリス

伝統的なモチーフのティータオルで
優雅な時間を演出♪
ウィリアムモリス
ティータオル

3つの機能を兼ね備えた
ポワラーが登場
ル・クルーゼ
デカンタージュポアラー
&ストッパー

ル・クルーゼ
デカンタージュポアラー
&ストッパー

402003537

繊細な泡立ちとフレッシュな風味を最後の
１杯まで楽しめる新商品がスイスより登場！

402003538

カジュアルに、でも本格的に
ワインを楽しむならこちら！
リーデル オー
①カベルネ/メルロ
②リースリング/ソーヴィニヨン・ブラン

リーデル オー
①カベルネ/メルロ
②リースリング/ソーヴィニヨン・ブラン

持っていると重宝する保冷バック
WINE MARKET PARTY
オリジナル保冷バッグ
冷蔵食品用

WINE MARKET PARTY
オリジナル保冷バッグ
冷蔵食品用

404000215

4,000 円（税抜） 1,800 円（税抜）

成分：アルゴン100％ 3,500 円（税抜）

1脚 6,500 円（税抜） （2脚BOX入り13,500円）

600mℓ ①通常価格 4,000 円 →3,600 円（税抜）

375mℓ ②通常価格 3,500 円 →3,150 円（税抜）

①

②
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今欲しい、
スタッフオススメの
商品はコチラ！！

ニュージーランド・シャルドネのトップ
生産者。クメウ・リヴァーはユーゴスラ
ビアから移住してきたブラコヴィッチ・
ファミリーによって、オークランドから
北西に約20キロ離れたクメウ地区に
1944年に設立。英国で行われたブラ
インドテイスティンングにて,ルフレー
ヴなどを抑えて見事圧勝！そんなクメ
ウが作る、スパークリングはとても入
荷が少ない限定商品。瓶内二次発酵
で36ヶ月熟成させた、リッチで美しい
柑橘系の香りとピーチやヘーゼルナッ
ツを感じ、滑らかなテクスチャーと余
韻が素晴らしい！

ロベルトの父アンジェロは70歳
の誕生日を期に、古いヴィンテー
ジのバルバレスコを一番良い状
態になった時に出そうと考え一
部をこっそりと売らずにキープし
ていました。この古いワインは忘
れ去られていましたが、古い醸造
日記と一緒に発見され家族で相
談し、この希少なワインを売るこ
とに決めました。ボトリングは
2016年に行っています。エレガントで美しい個性
から「ピエモンテの女王」と称されるバルバレスコは
熟成によりその真価を発揮し、貫禄のある味わいへ
と到達します。今まさに、驚きの品質に到達してい
ます！！これまで1999年、2000年と販売していまし
たが、遂に2001年が登場！2001年といえばルチ
アーノ・サンドローネのバローロ・カンヌビ・ボスキス
が【神の雫】第6の使徒に選ばれたヴィンテージ！そ
のため2001年のピエモンテのワインは引く手あま
た！ぜひお買い逃がしのないように！

アルザス地方で300年以上の歴史
を持ち、近年ではローヌ地方でも新
たなチャレンジを行うクライデン
ヴァイス！今回は試飲したスタッフ
全員が癒されてしまった濁りゲヴェ
ルツトラミネール。一カ月マセラシ
オンをし、していないワインもブレ
ンド。自然派ワインの要素が強い
が、ネガティブさは全くなく、美味し
く味わえた。ドライアプリコット、ネ
クターなど旨味を感じられる力作。
オレンジワインとしても良し、自然
派ワインとして飲むも良し、アルザ
スワイン好き・ゲヴェルツ好きにも
楽しんで頂きたい期待の一本！

ボデガス・バロリアは1860年、リオ
ハ・アルタで最高とされるフエンマ
ヨールの地にペレス・フォンセア氏に
よって設立されたワイナリーです。創
業以来のモットーは「極めて長い熟成
のポテンシャルを備えたクラシックな
スタイルのリオハワインを造る」こと。
またその長い伝統と確かな品質によ
り、リオハで1980年以前のヴィン
テージを販売できるわずか10軒のワ
イナリーの一つに認定されています。
長期熟成を経た今もなお、素晴らしく
豊かなベリーや赤果実のフレーバー
を感じられます。美しいバランスを保
ち、ドライフルーツやほのかにモカ、蜂
蜜のようなニュアンスも感じられま
す。

クラッハー家はノイジードラーゼ湖畔のイルミッ
ツに本拠地を置くオーストリアを代表する生産
者。このアイスワインはルーマニアのワイナ
リー、リリアックに技術協力をし、アメリカのシ
ネ・クア・ノンの醸造家マンフレッド・クランクルと
共に造り上げた逸品！口に含むと濃縮した果実
の甘味としっかりとした酸味が絶妙なバランス
で絡み合います。フレッシュで明るい印象ながら
も、果実の旨味がギュッと詰まった濃厚さも備
えた味わい。クリームブリュレやブルーチーズと
ご一緒に！

IMO(スイス有機栽培認証機関)認定ブド
ウ100％使用。
チリ最大の有機栽培ブドウ畑を所有し、バ
イオダイナミック農法を実践するエミリ
アーナ・ヴィンヤーズが長い年月をかけ
オーガニック・スパークリング・ワインを
2015年に完成。2年をかけて瓶内二次発
酵のスパークリングにアップグレードさ
れ、2017年暮れに再デビューをしました。
シャンパーニュ方式にグレードアップした
にも関わらず、お値段は据え置き…１度飲
んでみたいと思っていたところにインポー
ター様よりサンプルをいただき飲んでみま
した！ムースのようなきめ細かい泡と花や
熟れた果実の香り、わずかにトースト香、チ
リらしい濃さがキッシュやパイのようなお
菓子やボンゴレビアンコなどに合うと思
いました。冬のおやつタイムやパスタなど
と一緒にいかがでしょうか

旬の採れたて完熟桃を丁寧に瓶詰めしたコンフィチュール。
保存料・酸味料・ペクチンなどの添加物は使用せず、蜂蜜と
果糖で丁寧に煮込んだ、もぎたて桃を食べているような美
味しさの逸品です。白桃は大きめな果実のとろけるような食
感が魅力的。黄桃は濃
厚なプリっとした果実
がたまりません♪桃そ
のまま、またはそれ以上
の美味しさです。夏の
風物詩「桃とブッラー
タ」をこの時期に楽しん
でみませんか？♪

世界中で人気のテーブルウェアブランド、ル･クルーゼが誇る
コルクスクリュー“ガイア”にはなんと、アメリカNASAの技術が
生かされています。最初にレバーを押し倒しボトルにセット。レ
バーを引き戻し持ち上げるだけの作業で簡単にコルクが抜け
ます。1分間で8本も開け
たというギネス記録があ
ります！ちょっと目立つこの
デザインもおしゃれでかっ
こいいですね。ギフトにも
おすすめ。

故アンリ・ジャイエに師事したオー
ナーのジム・クレンデネンがブルゴー
ニュ品種に拘るワイナリー。カリフォル
ニアでトップの品質を長年維持し、世
界的に高いに人気を誇ります。このワ
インは、日系墨絵画家ドゥルー・カタオ
カ女史に手によるサンタバーバラ・
ミッションのオリジナルラベルの特別
ワインです。透明感に優れた落ち着い
た印象があり、チャーミングでありな
がら、満足度の高い一本。サンタ・
バーバラの特徴である“塩気のある”
味わいは、焼き鳥やトンカツといった
和食にもぴったりです。

世界最高峰の甘口ワインと称さ
れるジュランソンのトップ生産者
の一人、コアペの甘口ジュランソ
ンが俊逸です！ノブレス・デュ・タ
ンとは"貴族の時間"と題された
銘柄であり、霜が降りる12月ま
で摘まずに凝縮させておいたブ
ドウを使用。新樽率50％と名前
に負けないリッチな造りです…。
味わいはパイナップル、パッショ
ンフルーツ、バタースコッチなど
ソーテルヌも顔負けな冬にピッタ
リな濃厚な甘口ワインとなってお
ります。チョコレートとはホワイト
チョコやナッツ類を使用している
チョコと合わせてみたい。

各210g ①②1,330 円（税抜）

12,000 円（税抜）6,800 円（税抜）

限定各2本！

季節限定品

自然派ワイン好きにも試して頂きたい美しき一本！

大人気!この冬イチオシの甘口ワイン…

5,000 円（税抜）

①20,000 円（税抜）  ②21,600 円（税抜）

フランス/甘口109302919

スペイン/赤①109303028
②109303029

フランス/オレンジ109303566

通常価格 1,980 円 →1,880 円（税抜）

通常価格 4,800 円 →4,200 円（税抜）

3,600 円（税抜）

6,000 円（税抜）

4,800 円（税抜）
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ドメーヌ・コアペ ノブレスデュ・タン
ジュランソン・モワルー 375ml

まだまだ寒いこの季節に濃厚な
甘口ワインは如何でしょうか？

109303373

オー・ボン・クリマ
ミッション・ラベル ピノ・ノワール
サンタ・バーバラ 2018

実は超優良ヴィンヤードのブドウを使用しています！
アメリカ/赤

109209213 ルーマニア/甘口白

109207168 チリ/泡白

冷蔵庫に行く度にチビチビ飲んでしまう
危険なアイスワイン♪1本いかが？

ＲＯＳＥＭＡＹ もぎたて秋田桃の
コンフィチュール①白桃 ②黄桃

エミリアーナオーガニック・
スパークリング・ワイン ブリュット

リリアック & クラッハー
アイスワイン 2017（375mℓ）

ボデガス・バロリア
ビーニャ・バロリア・グラン・
レセルバ ①1968 ②1973

キッシュやアップルパイと飲みたい濃い味の泡！

クメウ・リヴァー クレマン NV
シャンパーニュに匹敵！クメウの大人気クレマン！

LE CREUSET
ガイアレバーモデル
LE CREUSET
ガイアレバーモデル

ギネスブックにも掲載！開けやすさピカイチ！

夏じゃないのに桃が楽しめる贅沢さ♪
①307002379
②304100838 日本/秋田

リオハで1980年以前のワインを
販売出来る希少なワイナリー！

マルク・クライデンヴァイス
クロ・レブガルデン 2018

このオレンジワインは美味しい！
名家が造るゲヴェルツ100％の
華やかで旨味溢れる1本。

通常価格 3,980 円 →3,380 円（税抜）

109303351

ロベルト・サロット バルバレスコ
DOCG リセルヴァ 2001
ロベルト・サロット バルバレスコ
DOCG リセルヴァ 2001

眠っていた秘蔵のバルバレスコ！
さらに2001年はなかなか出会えません！

イタリア/赤

402002986

109206249 ニュージーランド/赤

36本限定特別価格！


