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限定

6本

各種数量限定新入荷

ジャコモ・コンテルノ　
バルベーラ・ダルバ 
ヴィーニャ・フランチャ 2014

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、
スパークリングワインのみ、全品10%OFFさせていただきます。

是非この機会にご検討ください。
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監修 ： 沼田 英之http://www.partywine.com/
メールマガジンのご登録はコチラから⇩

【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

有効期間：2018年3月1日（木）～3月25日(日）まで

泣く子も黙るブルゴーニュで最も偉大な白ワイン最高生産者。1994年から単独経営
を行っていたドメーヌ・ルフレーヴの当主アンヌ・クロード・ルフレーヴ女史が2015年4
月に他界された。ドメーヌ・ルロワのラルー・ビーズと並びフランスワインを象徴する女
傑の一人として名を馳せた彼女の死はワイン業界に衝撃を与えた。今後益々入手困
難が予想される偉大な２０１５年ヴィンテージが各種数量限定新入荷。

ドメーヌ・ルフレーヴ ２０１５年ヴィンテージ
シャルドネの女王。ピュリニー・モンラッシェの
トップ生産者２０１５年が新入荷しました！

伝統的バローロの巨匠『ジャコモ・コンテルノ』が造るバルベーラ。「さ
すが」と言わざるを得ない綺麗な酸ときめ細かくなめらかなタンニン
はエレガントそのもの。まさしくバルベーラの最高峰クラスです。華や
かな果実の香りをメインに、甘いハーブ、バラ、スパイス、リコリスや皮
革の香り。ブドウの持つポテンシャルと、土壌の個性を感じるミネラル
の要素は世界中の愛好家を魅了しています。

イタリア/赤109204642

フランス/白109205541

巨匠『ジャコモ・コンテルノ』が造る
最高レベルのバルベーラ！

アメリカ/赤109206221

スタッグス・リープ・ワイナリーの正規品未入荷の
熟成したフラッグシップのカベルネが初入荷！

●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。 ●一部対象外商品がございます。
●ダイレクトメール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。

恵比寿ワインサロン
第12回『アルザスとロレーヌのワインを
季節の料理と共に』！
姉妹店ラ･ヴィネと共にウェスティンホテル22階のレストラン“ビク
ターズ”で行っているワインサロンも今回で12回目。3月はラ･ヴィネ
が担当となり、昨年現地を訪問してきた下山ソムリエがアルザスとロ
レーヌのワインを解説しながら料理と一緒に楽しんでいただきます。
土地を合わせて料理を作っていただく予定です！是非この機会にご予
約、ご来店ください。お一人様10,000円(税込)となります。
※ご予約は姉妹店ラ・ヴィネまでお願いします。（TEL 03-5424-2581）

    

限定

24本

通常価格 13,000 円 →11,000 円（税抜）

9,000 円～93,000 円（税抜）

9,350 円（税抜）

WINE MARKETPARTY
ネットショップ

3/16(金) 12：00～14：30

ボルドーの日本人醸造家、
「篠原麗雄氏」来店試飲会！
今回はボルドーの日本人醸造家、篠原氏をお迎えして、店頭にて試飲
販売会を行います！アイテムは黒欧和グラン・クリュ（黒ビール）2016
年、プティ・レオ2015、クロ・レオ2015、クロ・レオ“S”2015の4種類。
3,000円（税込）にてテイスティングしていただきます。栽培に醸造方
法、樽の違いなど、普段は聞けない色々なお話を聞けるチャンスです！
是非この機会にご来店ください！
※篠原氏の来店時間は15時～17時を予定しております。

3/17(土) 13：00～18：00

“スパークリングワイン”全品10％OFFクーポン券！

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

3/3(土) 13：00～18：00
『ラルコ』5種 比較試飲！
当店人気イタリア・ヴェネトの生産者『ラルコ』。Apassimentoアパッシメ
ント（収穫したブドウを2～3ヶ月陰干しすることによりエキスを凝縮させ
る）により造られるヴァルポリチェッラの伝統を受け継ぐ最高峰のアマ
ローネをはじめ、ヴェネトの魅力が詰まった5種類のワインを比較テイス
ティングいたします。詳細はホームページをご覧ください。
　
3/4(日) 13：00～18：00
ブルゴーニュ地方、2015年ヴィンテージ比較試飲！！
今回は超グレートヴィンテージと言われる2015年ヴィンテージを探る
企画です。まだまだ若いとは思いますが、このところ飲んでいると「若く
ても美味しい」と思う事が多く、やはり良い年号はいつ飲んでも美味しい
のか…と思っています。白、赤2種類ずつ、4種類試飲していただきます
が、まだ中身や価格は決まっていません。詳細はHPで紹介したいと思い
ます。この機会にご来店ください。
　
3/10(土) 13：00～18：00
ルーシー・マルゴー含むオーストラリア大試飲会！
大人気のオーストラリアのナチュラルワインの生産者の新着キュヴェや秘
蔵のストックを十二分に楽しんで頂ける試飲会となっております。当日
は、普段販売していないレアアイテムをご購入出来ますので、オーストラ
リア好きのお客様は、是非ともお越しください。
　
3/11(日) 13：00～18：00
春に飲みたいロゼ・スパークリングワイン試飲！
暖かくなるこの時期に飲みたくなるロゼ！お花見や屋外でランチのときに
楽しめるロゼ・スパークリングを楽しみましょう！！
　　
3/18(日) 13：00～18：00
シャンパーニュ大手メゾン、スタンダード飲み比べ！第4弾！
この4回目で大手メゾン20社はひと段落。今回もシャンパーニュの大手
生産者のスタンダードをご用意して、それぞれの本拠地、生産者のブレン
ド比率、それぞれの特徴などをうまく捉えながら試飲していただきます！た
ま～に比較してみたくなる試飲、是非ご来店ください。5杯セットで
1,500円(税込)です！詳しくはHPにてご覧下さい。
　
3/21(水・祝) 13：00～18：00
シチリアの魅力満載！『フランチェスコ・グッチョーネ』7種試飲！
イタリア・シチリア州パレルモ県で個性あふれるナチュラルワインを造っ
ている『グッチョーネ』。畑の管理はビオディナミ農法、醸造においてもセ
レクション酵母は一切使用せず、人工的・化学的な技術によるモストやワ
インの修正も一切行っていません。自然発生によるマロラクティック発
酵、無ろ過、酸化防止剤も可能な限り最小限に留めることを徹底し、ブド
ウの持つ本来の味わいを最大限に表現しています。自然と見事に調和し
たシチリアの魅力たっぷりなグッチョーネのワイン7種を比較試飲いたし
ます。詳しくはホームページをご覧ください。

有料試飲 ・ 試食情報
※当日の試飲・試食の実施内容は予告なく変更となる場合があります。

春に楽しみたいワインや食品、
雑貨を先取り！！

1893年に設立したスタッグス・リープ最古のワイン・エステーツのひとつ。「スタッグ
ス・リープ」は、ナパ・ヴァレーの中でも冷涼なエリアなので、果実味と共にエレガントさ
も兼ね揃えた気品あるスタイル。同地の中でも黎明期からワイン作りを始めた名門。
そのスタッグスの日本正規未入荷であるフラッグシップの熟成カベルネが本数限定
入荷しましたので、是非お試しください。カシス、ブラックベリー、黒胡椒、キャラメル、
チョコレートのニュアンスと共に熟成感も感じる事が出来るナパの最高峰の1本！仏樽
20ヶ月熟成（新樽率50%）　

スタッグス・リープ・ワイナリー
ザ・リープ 2006
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数量限定

※高さ：170mm  口径：64mm  
　460cc  生産国：スロヴァキア

販売しているのは当店だけ!?
グラスとおつまみを簡単に取りやすい
ブドウ型グラス・トレイ!

アメリカの人気雑
貨メーカーtrueか
ら取り寄せた日本
ではあまり見かけ
ないパーティー・ト
レイ。ブドウ型のト
レイに窪みがあり

そこにはグラスの持ち手がはまる様になっていま
す。立食パーティーやアウトドアなどで大活躍間違
いなし！カジュアルかつ大人も使えるデザインがお
ススメ！価格も◎！

グレープ・パーティー・プレート

407001617

日本が誇るグラスメーカー木村硝子店で
一番人気のグラスで乾杯！

2018年は冬季オリンピックや
ワールドカップなど国を挙げた国
民的行事が目白押し！日本を代表
するグラスメーカー“木村硝子店”
のサヴァ・シリーズはあらゆる雑誌
の表紙を飾り、まさにフォトジェ
ニックグラス。その使い心地や機
能性、薄さが大人気です。ビール/
ワインとなっているようにあらゆ
るお酒に対応。新たな香り、味わ
いの発見が見つかります。

サヴァ15oz

402002664

通常価格 各1,100 円 →各935 円（税抜）

パトリック・ピウズ氏はワインとは関
係の無い家系に生まれたが、ローヌ
地方のシャプティエにインスパイア
され、世界中でワイン醸造の経験を
積む。その後ルフレーヴで4年間、
そしてヴェルジェに1年間、そして
シャブリのジャン・マルク・ブロカー
ルで醸造長を務め、2008年に自ら
のメゾンを設立。クルギスと呼ばれ
るエリアにある１級畑「コート・ド・
ジュアン」と「ボールガール」の葡萄
を使用。

パトリック・ピウズ シャブリ　
テロワール・ド・クルギス 2014

フランス/白

シャブリNo.1！期待の新星！
今最も注目すべき生産者!!
シャブリNo.1！期待の新星！
今最も注目すべき生産者!!

109201742

本物の「稲庭うどん」の産地、秋田県湯沢市稲
庭町で作られた即席タイプの稲庭うどん。日
本三大うどん(定説はない？)にも讃岐うどんと
共にほぼ当確。(他の1つは群馬県の水沢か長
崎の五島？)。国産小麦を100%使用し、手作り
で四日間かけて作られる稲庭うどんを特殊製
法で即席タイプにすることに成功。お湯を注
ぎ、レンジにかけるだけで本場稲庭うどんが
味わえます。つゆは秋田県の比内地鶏から
取ったスープ。具材としてワカメとネギも入っ
ているので何も加える必要もありません。

吟祥堂 即席稲庭うどん
即席タイプの稲庭うどんが新登場！即席タイプの稲庭うどんが新登場！

304009973

通常価格 4,200 円 →

3,900 円（税抜）

通常価格 3,200 円 →2,800 円（税抜）

3,550 円（税抜） 3,200 円（税抜）

60g 1,155 円（税抜）

数量限定特別価格

年1回の入荷！本数限定！

最優良年のみ、オーナーのために樽ごと
取り置かれた最上のブルネッロから限定
生産される贅沢な特別キュヴェ。飲み頃
になるまで瓶詰めされることはなく、そ
の熟成期間は6年間とリゼルヴァ・クラ
ス。D.O.C.G.ブルネッロと同じ畑のブド
ウを使用していますが、元々は自家用ワ
イン的な存在のためD.O.C.G.の申請は
しておらず、市場にリリースされる際は
I.G.T.となります。なめし皮や粒の小さな
ベリー、チェリーのエキスが漂う香りの
通り、スッと１本芯の通ったエレガントな
味筋。熟成したクラシックなブルネッロ
の魅力に満ちています！（ブドウ品種：サン
ジョヴェーゼ・グロッソ85％、カベルネ・
ソーヴィニヨン＆メルロー15％）

レッチャイア ミレニウム 2009

イタリア/赤

今年も入荷！大人気イタリアワイン！
熟成のリゼルヴァ・クラスの2009年！
今年も入荷！大人気イタリアワイン！
熟成のリゼルヴァ・クラスの2009年！

109206220

世界一有名なシャンパンメーカー『モエ・
エ・シャンドン』がオーストラリアで造るス
パークリング。シャンパンと同じ製法で
作られるオーストラリアを代表するス
パークリング。タスマニア島やヴィクトリ
ア州の冷涼な産地のブドウを使用し、熟
成期間も長く、一般的なスパークリング
が9ヶ月に対して、2倍の18ヶ月以上も長
くとり、味わいに焼きたてのクロワッサン
のような香ばしい香りとふくよかさを与
えています。今回のヨネヅモデルは、お花
見の時期限定のスペシャルデザイン！苺
畑を思わせる美しいロゼスパークリング！

シャンドン ブリュット ロゼ N.V.
ｂｙ トモユキ ヨネヅ

オーストラリア/泡ロゼ

昨年、瞬く間に完売した、シャンドンの
ロゼが入荷！綺麗なラベルなので
女子会やパーティーにピッタリです！

昨年、瞬く間に完売した、シャンドンの
ロゼが入荷！綺麗なラベルなので
女子会やパーティーにピッタリです！

109204377

美食の地ジュラ地方において、１８８３年より最上のワイン産地“レト
ワール”に本拠地を構える「群を抜いた作品」と評価され、ワイン評論
家ヒュー・ジョンソン氏もＴＯＰ生産者に名を挙げるスター・ドメーヌ。
小さな星の形をしたウミユリの化石が見られ、畑が広がる5つの丘
が星のように見える事からフランス語で『星』を意味するレトワール
と名付けられた。ウィヤージュせず産膜酵母の下で１８ヶ月熟成。これ
ぞ伝統のジュラの味わい！!モンドールも季節的に最後、ジュラのワイ
ンと共にいかがでしょうか？

ドメーヌ・フィリップ・ヴァンデル
レトワール シャルドネ・トラディション ２０１４

フランス/白

そろそろ暖かくなってくるこの季節、モンドールの産地、
ジュラの白ワインはいかがでしょうか？
そろそろ暖かくなってくるこの季節、モンドールの産地、
ジュラの白ワインはいかがでしょうか？

109203797

3,500 円（税抜）

一人前 430 円（税抜）

500 円（税抜）4,800 円（税抜）

日本

春はシェーブルチーズがおいしい季節です。
春の訪れの前にフランスからなんとも可愛ら
しいシェーブルチーズが届きました！丸くコロ
ンとしたフレッシュなシェーブルチーズの中に
果肉感のあるイチジクのペーストが入ってい
ます。味わいはフレッシュでフルーティー、気
になるシェーブル特有のクセもなくおだやか
ながら、心地よい酸味がイチジクとマリアー
ジュしています。白ワインやシャンパーニュと
合わせてお楽しみください♪

クール ド シェーブル フィグ
春はシェーブルチーズの旬！！
まるでデザートのような絶品シェーブルチーズ
春はシェーブルチーズの旬！！
まるでデザートのような絶品シェーブルチーズ

307002216 フランス

ウェットスーツの素材であるクロロ
プレンゴムが採用されているオー
ブンミット。ジュエリーやハートな
どのモチーフが立体的に付いた手
のプリントがユニークなデザイン
です。フック付なので、キッチンに
掛けてあるだけで華やぎます。ギ
フトに大人気の商品、在庫限りで
終了です！
耐熱温度200℃

オーブンミット

ヒット商品が
再入荷！ユニークな
デザインのオーブンミット

ヒット商品が
再入荷！ユニークな
デザインのオーブンミット

①ハートチェーン403001544 ②レッドハート403001545 台湾

ルネ・ジョルジュは5世代に渡り栽培醸造を行なってきた家系。コー
ト・ド・ボーヌのサヴィニー・レ・ボーヌに本拠を置きながら、クレマン・
ド・ブルゴーニュを専門として造る、珍しい生産者です！このスパーク
リングワインはピノ･ノワールを用い、贅沢に、しっかりと色素を抽出
して造られる赤のスパークリングワイン。ザクロやサクランボのよう
な風味がありながら、ドザージュは7g/Lであり、しっかりと辛口に仕
上がっている。泡を抜きながら飲むとロゼワインのような風味が漂
う、１本で２度楽しいスパークリングワインです。

ルネ・ジョルジュ　
ブルゴーニュ ムスー ルージュ N.V

フランス/泡赤

珍しい！ブルゴーニュの赤スパークリング！
優しい甘さが魅力！
珍しい！ブルゴーニュの赤スパークリング！
優しい甘さが魅力！

109206129

冷蔵品

在庫限り15％OFF

2

季節商品のご案内♪季節商品のご案内♪



スペイン

20%OFF
期間限定

通常価格 3,800 円 →2,800 円（税抜） 通常価格 2,800 円 →2,350 円（税抜）

①通常価格 12,000 円 →10,800 円（税抜）

②通常価格 13,000 円 →11,700 円（税抜）

限定24本数量限定特別価格
フランスの評価誌“Meilleurs Vins de France”
で高評価！絶対の自信を持ってオススメする
２０１５年ヴィンテージが新入荷

フランスの評価誌“Meilleurs Vins de France”
で高評価！絶対の自信を持ってオススメする
２０１５年ヴィンテージが新入荷

フランス/赤

近年ブルゴーニュではドメーヌの世代
交代が進み、優秀な若手醸造家の台頭
が目立ちます。その代表的な醸造家が
ダヴィド・デュバン！1971年生まれの彼
はブルゴーニュ若手醸造家の中でも注
目される生産者のひとり。「DRC」や「ア
ルマン・ルソー」「ジョルジュ・ルーミエ」
等トップ生産者と共にコート・ド・ニュイ
を代表する生産者に数えられる。華や
かさと優しさ、力強く味わい深い果実
味。権威ある評価誌で最高の評価を受
けた生産者。若手No.1の真の実力！！

109109093

ダヴィド・デュバン
ブルゴーニュ ルージュ ２０１5

通常価格 2,600 円 →2,100 円（税抜）

通常価格 108,000 円 →79,800 円（税抜）

2,000 円（税抜）

540g 通常価格 2,100 円 →1,850 円（税抜）

1,200 円（税抜）

名門ワイナリーの20年熟成ネッビオーロ！！名門ワイナリーの20年熟成ネッビオーロ！！
イタリア/赤

伝統的手法で熟成したネッビオーロの美しさを徹底的に
表現する「ピエモンテの巨匠」がこのニコレッロ。利益を度
外視した数々の熟成ワインを生み出し続けています。イチ
ゴやアセロラの果実香、ハーブや珈琲、トリュフ、腐葉土
殿の香りが漂います。滑らかな舌触りが楽しめ、ネッビ
オーロの20年熟成美を堪能頂けます。

109206121

ニコレッロ 
ランゲ・ネッビオーロ 1998　

やっぱり売れていく、根強い人気の“シャブリ”！
2015年は出来がいい！
やっぱり売れていく、根強い人気の“シャブリ”！
2015年は出来がいい！

フランス/白

置いておくだけで勝手に売れている“シャブリ”。このワインは当店でも人気の1
本。シャブリ出身のオリヴィエ・トリコンは、ボーヌでワイン栽培を学んだ後、アル
ザス、ボーヌ、マディラン、シャトー・ヌフ・デュ・パプなどフランス各地のワイナリー
で経験を積み、80年代初頭に家業を継ぎました。「魅力的な個性を備え、純粋な
シャブリの性格が出ているフルーティーなワイン」と紹介されており、手間暇をか
け、工夫を凝らしててワイン造りを行っている。ザ・シャブリの定番スタイルです！

109201993

メゾン・オリヴィエ・トリコン シャブリ 2015

好評につき第二弾！スタッフからも大人気！
さっぱりとした口当たりが人気の
ポテトチップスが期間限定20%OFF！！

好評につき第二弾！スタッフからも大人気！
さっぱりとした口当たりが人気の
ポテトチップスが期間限定20%OFF！！

ドイツ

ひまわりオイルを使ったヘルシーなポテトチップスです。素材
の味をいかしたシンプルな味わいは軽いおつまみにもピッタリ
です。昨年大変ご好評いただいた商品の期間限定20%OFF!!
ぜひこの機会にお試しください。

①304008330 ②304009836 ③304008331 ④304009282

Naturals ①クラシック ②パルメザン
③バルサミコ ④シーソルト＆ペッパー

スペイン産超極太のホワイトアスパラガスがお買得！スペイン産超極太のホワイトアスパラガスがお買得！

スペイン・ナバラ産のホワイトアスパラガス。ご覧とおりの迫力満
点の超極太サイズ！この極太アスパラガスが一瓶に6～8本入っ
ています。水煮なので調理せずにこのまま食べられます。調理な
どせず、シンプルに塩やマヨネーズにつけて食べるのが一番の
おすすめ！プロヴァンス地方原産のアイオリソース(マヨネーズに
ニンニクやオリーブオイルなどが入ったもの)とも相性抜群。当
店スタッフにも人気の商品なのですが、現在庫で終売になってし
まう可能性が大。その前に是非お試しください。

304009364

フェレール ホワイトアスパラガス

日本

ホワイトデーセール実施中！
ますます入荷し辛くなっているアスロも
今がお買い得です！

ホワイトデーセール実施中！
ますます入荷し辛くなっているアスロも
今がお買い得です！

岐阜県が世界に誇る刃物産
業の街 関市。日本製の良質
なソムリエナイフのトップメー
カーの一つがアスロです。そ
の中でも高い人気を誇るウッ
ドマイカルタとニューフェイス
のKANETSUNEは高い評価
を得ています。木目が美しい
ウッドマイカルタ。人口大理
石の白さがユニークのＫＡＮＥ
ＴＳＵＮＥ。どちらも個性溢れ
るソムリエナイフとして人気
です！

①402002279 ②402003323

アスロ ①ウッドマイカルタ
②KANETSUNE

しっかりとした味わいの辛口カヴァ！
綺麗なパープル・ラベルも印象的！
しっかりとした味わいの辛口カヴァ！
綺麗なパープル・ラベルも印象的！

スペイン/泡白

スペイン各地の優良な小規模家族
経営のワイナリーの輸出を手掛け
るアラエックス社。アラエックスの
社長であるハビエルが、世界に通
用するエレガントかつピュアなカバ
を生産したいと立ち上げたワイナ
リー。できるだけ手を加えずブドウ
の旨味を引き出したエレガント・カ
ヴァです。こちらは20ヶ月熟成させ
たレセルヴァ・タイプで厚みのある
しっかりとした味わい。ブドウ品種
はマカベオ30％、チャレッロ30％、
パレリャーダ30％、シャルドネ10％
をブレンド。

109206197

ベリャ・コンチ
ブリュット・レセルバ N.V.

通常価格 4,500 円 →3,900 円（税抜）

専門誌で２０１７年度のトップワイナリーに
選ばれたダックホーンがソノマで作る
カベルネが特価で初入荷！

専門誌で２０１７年度のトップワイナリーに
選ばれたダックホーンがソノマで作る
カベルネが特価で初入荷！

アメリカ/赤

今や、全米No.1のメルローの造り手とし
て名高いダックホーン。1976年設立後
間もない頃から「メルロー＝ダックホー
ン」と名を刻む伝説的な生産者。メルロー
で有名なダックホーンですが、このカベ
ルネも隠れた名品。このデコイは、ダック
ホーンのセカンドラインで、ソノマ産のカ
ベルネを使用し、ナパとは違う新たな側
面を表現しています！ブラックチェリーや
ラズベリージャムのような香りにナツメ
グ、スパイス、チョコレートのような風味
も。フレンチオークで12ヶ月熟成（新樽率
40%）今回限りの大特価！

109101702

デコイカベルネ・ソーヴィニヨン
ソノマ・カウンティ 2014

100g 通常価格 各350 円 →各280 円（税抜）

①

※幅500×奥行545×高さ770（mm） 重量37kg 
　温度調節5～20℃

※素材：ポリエチレンテレフタート、
　15oz（約440mℓ）

持ち運びに便利！お買い得の
割れないグラスセットが登場です
持ち運びに便利！お買い得の
割れないグラスセットが登場です

少し気が早いかもしれませんが、お花見用にいかが
でしょうか？便利なポリスチレン製のパーティーグッ
ズを幅広く展開している「MOZAIK」のワイングラ
ス、しかも脚無しなので、扱いやすく旅行や移動に
持って行くのに重宝します！4脚セットでお得になり
ます。（1脚320円）

MOZAIK 
樹脂製ステムレスグラス4脚セット

407001634

環境省も推薦！電気代、振動、音を抑えた
次世代ワインセラーがPARTY特別価格！
環境省も推薦！電気代、振動、音を抑えた
次世代ワインセラーがPARTY特別価格！

2017年1月に発売し
た次世代ワインセ
ラー“カジュアル＋”は
26本用という人気の
サイズ感で従来機と
比べ38％の節電に
成功！必要なときに必
要な分はたらくイン
バーターモーター搭
載でさらに静かに、振
動もカット！今回の特別価格はセール価格より約5,000
円も安くなっています！大特価をお見逃しなく！

フォルスター 
ワインセラー CASUAL＋ 
FJC-95G（BK）26本用

501000082

②

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 7,500 円 →

通常価格 4,200 円 →

限定12本！

フランス/赤109201454

109205966 フランス/赤

ガメイが50％入っているなんて信じられない！素晴らしいパストゥグラン！
フォンテーヌ・ガニャール
ブルゴーニュ・パストゥグラン 2015

グラン・ヴァンを超える衝撃の2015年が数量限定新入荷！
シャトー・シトラン 2015
ワイン貴族“リュルトン家”が所有する大人気シャトー。シャトー・シトランの特
徴は滑らかなタンニンと豊かな果実味、重厚さと柔らかなタッチが魅力的。清
涼感のあるスミレやカシスのアロマにカカオなどの芳醇で贅沢な味わい。非
常に高評価となった偉大なヴィンテージ2015年！西洋杉やミントなどの非常
に長く高級感漂う余韻が特徴。価格以上の味わいを約束するグラン・ヴァン
と同等の風格漂う誇り高きボルドーが数量限定入荷

本数限定！

フランス/赤109108477

今はもう造られていない幻のシャトー！！
シャトー・キュレ・ボン 1994

イタリア/赤109204637

イタリア/白

華やかさ溢れるファランギーナ100％の白ワイン
イ・ペントゥリ ファランギーナ 2016
2000年以降に大ブームとなったカンパーニャ州の土着品種フｌランギーナ。
金色に輝く色合い。新鮮な黄色い果実、繊細な花やアーモンドのような印象。
しっかりとした酸が感じられるフルボディの白ワインです。バランスが良くク
リーンな味わいで、ファランギーナ独特の風味の余韻が残ります。イ・ペントゥ
リとは、今ワイナリーが所在するエリアに住んでいた古代サムニウム人の部
族名。ファランギーナはギリシャ原産のブドウで、ややアロマティックなワイン
となります。

109205157

イタリア/オレンジ

ダリオ・プリンチッチの中でも全くの別次元！
ダリオ・プリンチッチ
ビアンコ・トレベツ・セレッツィオーネ 2012
ダリオ・プリンチッチの代表作『トレベツ』の中でも、熟成中に特に良い樽のみを分け
てボトリングしたもの。マセラシオンをした白ワインなのに華やかで女性的。果実の
ピュアさやジューシーさが残っていて、他の同じような造り手のワインに比べてシリア
ス過ぎないので、飲むものを楽しくさせてくれる美味しさです。ブドウ品種はシャルド
ネとソーヴィニヨン・ブラン、ピノ・グリージョ。色素やタンニンなどの成分を抽出させ
るために、種や果皮を漬け込むマセラシオンは2週間程度。

109205940
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1985年設立。当主であるリシャール・フォンテーヌ氏はブルゴーニュの名家であるガ
ニャール・ド・ラグランジュ、ブラン・ガニャールを一族に持つシャサーニュ・モンラッシェを
代表するトップドメーヌ。シャサーニュ・モンラッシェの東に位置する「Les Saugeots」の
区画に植わる樹齢45年以上の混植畑。古樽のみを使用し丁寧に醸造＆熟成。チェリー
やザクロ、ココアやアーモンドなどの複雑なアロマ。混醸混植によるなめらかでキメ細
やかな舌触りは素晴らしい。2015年は果実味豊か、ガメイ
が50％も入っているとは思えない最高の出来栄えです！

コート・サンテミリオンの素晴らしい立地にあり、カノン、ベレール、オーゾンヌと
いった偉大なシャトーに挟まれているシャトー。フランス国内では非常に評価が
高いボルドーの一つ。日本では知られていないが、畑に住み込み、全てを人の手
で管理をするという、他では真似できない仕事をしていた老夫婦の引退に伴
い、2001年にシャトー・カノンに買収され、幻のシャトーに・・・。何十年も旅行に
も行かず、農薬は撒かず手作業で管理をしていたその畑は「世界一綺麗な畑」と
呼ばれていた。数量限定の為、気になる方はお早めに！

火山性土壌から生まれる自然派エトナの赤！
イ・ヴィニェーリ ヴィヌペトラ 2012
イ・ヴィニェーリとはエトナ、そしてシチリア東部において活動する栽培家と醸造家の
集団の名。代表のサルヴォ・フォーティ氏はエトナ大学で醸造学を研究・指導するかた
わら、ベナンティやグルフィをはじめとするシチリア東部の代表的なワイナリーのコン
サルタントを長年務めている人物。主体となる品種はネレッロ・マスカレーゼ。淡い色
のエレガント系でピノ・ノワールに似た感じ。シチリア島の太陽降りそそぐイメージと
は間逆のタイプ。ブドウは有機栽培で、頑なまでに伝統的な栽培、醸造によって造ら
れた極上のエトナ・ロッソです。

3,500 円（税抜）

109106109

シャルドネの聖地コート・デ・ブラン地区アヴィーズ村の中心に位置し「近年で
最も偉大な生産者ベスト１０」にも選出され、RMのエリート中のエリートと称
される大人気生産者。活きた土壌のもとで最高の葡萄が栽培され完熟した
豊かなアロマや濃密な旨味が特長的。自社畑で収穫された３つの葡萄品種を
巧みにアッサンブラージュしミモザを思わせる明るい印象が魅力的な優美で
繊細な味わいです。

フランス/泡白

5,980 円（税抜）

じっくり飲める美味しいシャンパーニュをお探しなら！！
ド・スーザ ブリュット トラディション N.V

通常価格 2,800 円 →

109205721

1855年創業。ルー家はサン・トーバン村で123区画を所有しブルゴーニュで
トップ10に入る栽培規模を誇り、現在でも一貫して家族経営を行うこの地区
を代表するトップ生産者のひとり。創業以来変わらない伝統的醸造方法
（100％除梗、樽発酵、樽熟成）を貫き通している。しっかりと完熟したシャルド
ネ種本来の旨味がたっぷりと詰まった素晴らしい出来栄え。毎日楽しめる本
格的なブルゴーニュ

フランス/白

2,500 円（税抜）

数多くの"超"有名レストランでオンリストされる注目の1本！
ドメーヌ・ルー・ペール・エ・フィス
ブルゴーニュ・シャルドネ レ・ミュレル 2015

フランス/泡白109009896

なんとリザーヴワインが50%も入った、メニル・シュール・オジェのブラン・ド・ブラン！
ピエール・ペテルス
キュヴェ・ド・レゼルヴ ブリュット
ブラン・ド・ブラン グラン・クリュ NV
ローバート・パーカー５つ星生産者。最も高値で取引され、最も高貴で魅力あふれる
シャルドの聖地メニル・シュール・オジェ村で鋭くも、体に染み渡る最高級のシャンパー
ニュをリリースする大人気メゾン。ソレラ方式でストックした９ヴィンテージ以上の秘
蔵リザーヴワインを50%も贅沢にブレンドし、ドサージュも必要最低限に抑えたスタ
イル。フレッシュなアロマと美しい
クリスタルの様な煌びやかな１本！

6,900 円（税抜）

2,000 円（税抜）

イタリア/赤

カベルネ×ヴァルポリチェッラの極上ブレンド！
ラルコ ロッソ・デル・ヴェロネーゼ ルベオ 2010

109105060

アマローネのように造ったワインと同様の造り方をしたカベルネ・フランをブ
レンドしたワイン。ヴァルポリチェッラの伝統と国際性が混ざり合ったこの個
性的なワインは、深い赤色でスパイスのアロマを持っています。味わいにはす
ばらしいストラクチャーがあり、かつエレガント。純粋さと濃密さが共存する病
みつきになる危険なワイン！赤身の肉やジビエ、また熟成させたチーズとの相
性は最高です。（ブドウ品種：カベルネ・フラン35%、カベルネ・ソーヴィニヨン
15％、コルヴィーナ30%、ロンディネッラ15%、
モリナーラ5%） 5,200 円（税抜）

3,200 円（税抜）

109206215 フランス/白

濃厚＆リッチ！フランス売上NO.1ワイン“上級キュヴェ”！
ドメーヌ・ド・シバディ
ル・ジャルダン シャルドネ 2016
「WINE MARKET PARTY 不動の大人気ワイン」として数々の伝説を造り上
げてきた大人気ワイン。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！の更に“上級キュヴェ”
が登場！スキンコンタクトを行い新樽と古樽にて長期熟成。濃密でリッチな極
上のアロマ。バターやマスクメロン、パイナップルなどの贅沢な味わい。
5,000円クラスの味わいに驚きです！ 1,980 円（税抜）

109205747 フランス/赤

ラングドックであればこの香りと味わいが欲しい！
ガリーグが香る素晴らしい1本！
ドメーヌ・デ・プレ・ラス
フォジェール シュマン・デ・ロンド 2011
1999年創設。情熱溢れる友情のドメーヌ。所有する畑はどれも古樹を多く含む素
晴らしい区画。オーナーであるドニ・フェジェル氏は自身のキャリアを活かしビオロ
ジックでの栽培方法に拘り素晴らしい土壌から育まれる葡萄のポテンシャルを最大
限に引き出す。4種類の葡萄品種の個性とフォジェールという土地の個性を生かし
た、ガリーグの香りがしっかりあ
る、仔羊と合わせたい赤ワイン！

通常価格 7,500 円 →5,980 円（税抜）

新入荷！

通常価格 3,200 円 →2,600 円（税抜）

通常価格 8,000 円 →6,000 円（税抜）

6,000 円（税抜）通常価格 8,000 円 →



109205884 スペイン/赤

スペイン/赤

ただ単に濃いだけじゃない！この価格帯では完成された1本で、濃縮された旨
味がじっくりと感じられます。プラムやダークチェリー、樽からくるバニラや、
シガーそしてスパイスの香りなど、様々な要素が組み合わさって力のある味
わいを生み出しています。和食や洋食どちらにも合わせられる可能性を持っ
ています。気軽に普段飲みできる価格がうれしい！

109200590

コスパ重視！ブラック・ラベルのテンプラニーリョ！
ザ・タパス・ワインコレクション
テンプラニーリョ 2014

“人生を謳歌しようぜ”男心を揺さぶるクールなエチケット！！
ボデーガス・アントニオ・アラーエス
ヴィヴィドール 2016
土着品種ボバル種の複雑さと濃厚な味わいを残しながらも、ややクセのある
味わいをガルナチャをブレンドすることで、まろやかな印象に変えています。ワ
イン名のVividor（ヴィヴィドール）とは“人生を謳歌する人”の意味をもち、こ
のワインを飲んで、人生を楽しんでもらいたいという、造り手の思いが込めら
れています。4ヶ月間アメリカンオーク、フレンチオークにて熟成。賑やかなエ
チケットと親しみやすい味わいのワインです。

5

1,800 円（税抜）

109202766 アメリカ/赤

全米ジンファンデルの3大生産者！ 濃厚で少し甘みも感じる名門の赤！
レーヴェンス・ウッド ソノマ・カウンティ
オールド・ヴァイン ジンファンデル 2013
1976年ジョエル・ピーターソン氏はワイン愛好家とともにレーヴェンスウッドを設立。リッ
ジ、ローゼンブルムと共にジンファンデルの３大生産者として君臨し続ける作り手。この赤
ワインは古典的なジンファンデルで、凝縮した黒果実のアロマ。力強い味わいの中に、ブ
ラックベリー、ブラックチェリーの柔らかい風味に胡椒のニュアンスを感じ、長い余韻が魅
力です！超一流生産者が樹齢50年～100年のブドウを使用しているので、他の生産者を
寄せ付けない圧倒的な味わいです！ 2,280 円（税抜）

109203027 ドイツ/白

店長が惚れた辛口リースリングのバックヴィンテージ、2014年が入荷しました！
キューリング・ジロー クヴィンテッラ 
リースリング ピュア トロッケン 2014
何世紀にもわたり女性が運営してきたワイナリー。ラインヘッセンのナッケンハイムと
ニーアシュタインの間にある「赤い斜面」と呼ばれる場所に最高の畑を所有しており、
リースリングが秀逸！栽培にはビオディナミを採用。クヴィンテッラとはラテン語の一
種で、異なる土壌を持つ5つの村（オッペンハイム、ニアシュタイン、ナッケンハイム、
ボーデンハイム、ラウベンハイムの5つ）で造られるワインの事！柑橘系の酸と旨味、こ
の辛口リースリングは最高です！

109103979 スペイン/泡

デイリースパークリングをお探しならこのカヴァを！
テンプス・トレス
カヴァ・ブリュット・レゼルヴァ N.V.　
生産者であるトレ・オリア社の歴史は100年を超え、実力派の生産者としての
評価は高く、数々のコンクールでの受賞歴を持っています。シャンパン同様の
瓶内二次発酵、15ヶ月以上の瓶内熟成を経て出荷。金色を帯びた美しい麦
わら色、クリーンな香りを長く感じられ、味わいは力強い。葡萄本来の甘さが
一気に口の中に広がります！とにかく味わい、香り、色、泡立ちのバランスが最
高！前菜のみならず、パスタやシーフード料理にも合う
旨味がある。万人受けするカヴァです。 1,400 円（税抜）

②通常価格 3,200 円 →2,980 円（税抜）①通常価格 2,800 円 →2,650 円（税抜）

通常価格 3,400 円 →

アメリカ/赤

元映画俳優のフェス・パーカーが1989年に南カリフォルニアのサンタ・バーバラにて
設立したワイナリー。同地の名声を上げる事に一役買った作り手。今では、ホテルも
所有し、観光客に衣食住を提供し地元で尊敬されています。ワインの修行はケンダ
ル・ジャクソンにて行ったので、樽のニュアンスや果実味もしっかりと感じカリフォル
ニアらしさがあります。サンタ・バーバラはピノ・ノワールが有名ですが、内陸に入っ
た所ではシラーの銘醸地として全米で評価の高いエリアです。是非、この素晴らしい
シラーを一度お試しください！

109206227

サンタ・バーバラの隠れた銘品種！
骨骼と気品を感じる極上のシラー！
フェス・パーカー シラー サンタ・バーバラ 2014

3,200 円（税抜）通常価格 2,800 円 →

1,550 円（税抜）

ニュージーランドで話題騒然！大沢ワインズが特別価格で入荷！
大沢ワインズ
①フライング・シープ シャルドネ2013
②フライング・シープ ピノ・ノワール 2014

①109205690  ②109205640

日本人オーナーである大沢泰造さんが2005年に設立したワイナリー。大沢さんの幼少期から
の夢であった「海外で農業をしたい」との思いを実現するべく、美しいニュージーランドの地を選
んだのですが、今では設立12年目を迎え、その素晴らしい味わいから多くのファンを魅了して
います。本拠地は、北島のホークス・ベイに位置し、昼夜の寒暖差が激しく、また降雨量も少ない

ので、とてもワイン作りに適しています。硬質的な樽を感じるシャルドネとエレガントでミネラル感じるピノ・ノワール！

①
あの名門ワイナリーで修行した敏腕ワインメーカーが造る
1,000円で楽しめるパワフル・コスパワイン！
ヤキル カベルネ・ソーヴィニヨン セントラル・ヴァレー2015 ＆
ヤキル・シャルドネ・セントラル・ヴァレー 2015

①109206224  ②109206223

あの名門コンチャ・イ・トロなどで修行した経験を持つ敏腕ワインメーカー。ヤキルを造るヴィア・ワインズはワインへの情
熱が一喜一憂した仲間によって98年に設立。様々な国や地域でワインのスタイルや味わいを研究し、チリで最も優れた
土壌と確信出来るマウレ・ヴァレーの中心にあるサン・ラファエルの地に辿り着いた。カベルネ・ソーヴィニヨンはほとんど
が手摘み収穫。よく熟したイチゴのアロマ、果実味と酸、滑らかなタンニンがとてもバランスよい、わずかに樽熟成による
スモーキーさとを感じる。シャルドネは昼夜の気温の差が大きいため、ゆっくり熟成しエレガントな仕上がりに。シトラスな

どの柑橘のアロマティック。それぞれフルーティーでボリューム
感があり、チリワインの親しみやすさを感じられる2本。

②
チリ/①白・②赤

通常価格 各1,100 円 → 各1,000 円（税抜）

①

当店初入荷！
オーストラリア5星のバロッサ・ヴァレーの名門！
①マーヴェリック シャルドネ・セミヨン 2012
②マーヴェリック カベルネ・ソーヴィニヨン 2014

①109206228  ②109206229

マーヴェリックはバロッサ・ヴァレーに本拠地を置く生産者。オーストラリアのブティ
ック・ワイナリーでは珍しく、バイオダイナミクス農法100％の畑のブドウから果実味
と複雑味溢れるワインを生み出しています。豪州のトップジャーナリストのジェーム
ス・ハリデー氏からも5星の評価を受け国内外から注目されている作り手です。樽不

使用の果実味をピュアに感じる白ワインと
バランスのとれた中重口の赤ワイン！

②
オーストラリア/①白・②赤

通常価格 各2,400 円 → 各2,000 円（税抜）

①

② ニュージーランド/①白・②赤

通常価格 3,000 円 →2,750 円（税抜）

当店人気商品！ 次回入荷は年末なので、
ご入手ください！

通常価格 4,800 円 →

オーストラリア/赤

1853年にバロッサ・ヴァレーでブドウ栽培や果樹園、畜産業を行い150年以
上もカレスキー家で継承されている由緒正しい造り手。現在は6,7代目となり
2004年よりワイン作りは始めています。平均樹齢は50年以上と古く、中には
1875年に植樹されたブドウもまだ存在しています。栽培は、全てオーガニック
で栽培し、自然の果実味に穏やかな酸と、土や野生的なニュアンスもあり、長
い余韻が特徴。近年では、無清澄＆無濾過でビオディナミも採用している世界
からも注目の生産者！この偉大なる04年は、
今回限りの入荷！

109205124

激旨自然派ワインの2004年ヴィンテージ最終入荷です！
カレスキー クラリーズ バロッサ・レッド 2004

3,200 円（税抜）

通常価格 3,500 円 →

南アフリカ/赤

1982年に先代当主がステレンボッシュに146haの畑を購入しスタートしたので
すが、当時、アパルトヘイト政策の影響でワイン産業は低迷しており、生産者元詰
めワインは少なかったのですが、しかし、1992年に地質学者の夫ゲイリー、経済
学者の妻キャシーに引き継がれると共に、念願の醸造設備とセラーを建設し成功
を収めました。カベルネは、中でも最も評価の高い品種のひとつで、樽のニュアン
スや果実味などモダンなスタイルです。年号も2012年と5年の熟成を経てこなれ
てきているので、お勧めです！

109204800

ジョーダン・ワイナリーのスタンダードと言えるカベルネ！
ジョーダン・ワイナリー
ステレンボッシュ カベルネ・ソーヴィニヨン 2012

2,500 円（税抜）

期間限定価格

期間限定価格

花嫁の様な華やかな香りのアルゼンチン品種！
①フィルス トロンテス 2015
②フィルス マルベック 2014

①109102552  ②109201904

フィルスは１９９７年、グスタヴォ・カポネとアンブロ・ディ・レオによって設立されま
した。アルゼンチンの土着品種のトロンテスは白桃やマンゴー、白いお花を思わ
せるようなアロマティックな品種。味わいは辛口でフルーティーなので、気軽に
ゆっくりと飲むシュチュエーションにはぴったり！味わいはフルーティながらしっか
りと辛口。醸造には元祖スーパートスカーナ「ティニャネロ」を生み出したアルベ

ルト・アントニーニが加わっていると言う
から、この素晴らしい味わいも納得！！

②
アルゼンチン/①白・②赤

通常価格 各2,500 円 → 各2,000 円（税抜）

①



16粒入り 2,200 円（税抜） 500g 738 円（税抜）

数量限定

50g 2,200 円（税抜）

美味しい食品やチーズも揃ってます！美味しい食品やチーズも揃ってます！
これから迎える春にオススメ！
食べれば気分も軽やかに♪
サンマルスラン
フランス、ローヌ・ア
ルプ地方にある町
の名前を冠した、優
しい味わいの白カ
ビチーズです。生地
は真っ白できめ細
やか、若いうちは爽
やかな酸味があり、
ミルクの優しい風
味としっとりした口
当たりが印象的。熟
成してくると酸味は控えめに、中身もトロトロになりま
す。そのままでも、ハチミツをかけても美味しくお召し
上がりいただけます。なめらかな口どけは、春を思わ
せる軽やかさ。相性のいいロゼワインやシャンパー
ニュと合わせて一足先に春気分を味わってみては…。

大川さんの営む春庭農園は信州南
アルプスの麓にあります。寒暖差の
激しいこの地で農薬や化学肥料を
一切使わずに野菜を育てています。
そうして育てた人参と大川さんが太
鼓判を押す隣村の杉山さんが作る
林檎をブレンドして出来たのがこの
ジュース。ちなみに2017年産の人参
は丸々と太ってとても良い出来だっ
たそうです。人参と林檎のジュース
は免疫力を高め、人間の自然治癒能
力を高めるものとしても知られてい
ます。濃すぎずにサラッとした飲み口
で、いくらでも飲めてしまう優しい味
わいです。

100g 360 円（税抜）

485g 1,700 円（税抜）

35g 570 円（税抜）

80g 1,190 円（税抜） 1,000mℓ 1,600 円（税抜）

春庭農園 大川さんの
人参と林檎のジュース

完全無農薬
2017年産のニンジンを使用！ 

冷蔵品304009737

ふっくらとした身に感動、
缶詰を超えたサバ缶です！
焼き塩さば(缶詰)
銚子港で水揚げされた、脂のりの良い旬で新鮮なサ
バを2枚におろし、適度な塩味で味付けしました。ごは
んのおともやおにぎりの具、お茶漬けにピッタリです。
ふっくらとした身はサバの風味がしっかりと生きてい
ます。美味しさの秘密は、サバに旨味の強い純米の日
本酒を噴射し、直火で一気にあぶりあげるから！さらに
味付けの塩は、伊豆大島で自然の力で結晶化した海
塩「海の精」を
使用、良質の
原 料 にこだ
わっています。
旨味の詰まっ
た煮汁も捨て
ずに利用して
ください。

304009969

フランス

サルヴィアーニ 
ブラックオリーブ･オイル漬け(種なし)
「理想のブラックオリーブを探し続けて数年、やっと納
得出来るものに出会えた」とインポーターさんが言う
ナチュラルな美味しさのオリーブ。使用されているの
はレッチーノ種。もともとはトスカーナの品種で現在で
は広くイタリア全土で栽培されている品種でバジルや
ミントの香りが感じられるフレッシュさが特徴です。食
塩水ではなく、オイルに漬けてあるので、より風味が高
く、ブラックオリーブの美味しさを存分に楽しめます。
種抜きなので食べやすく、お料理の具材にも使いやす
いのが嬉しい限り。

インポーターさん曰く
「これが理想のブラックオリーブ！」

イタリア304009974

60g 560 円（税抜）

フランス

フランス・バスク地方特産の
由緒正しい赤唐辛子！
メゾン･アロステギー 
ピマン･デスペレット 
A.O.P（パウダー）
メゾン･アロステギーは1875年創業、フランス南西部
の高級避暑地として知られるビアリッツにある、バス
ク地方の特産品を集めた高級デリカッセン。ピマン・
デスペレットとはフランス・バスク地方のエスペレット
村特産の唐辛子。フランス
国内で唯一、A.O.C（原産地
統制呼称）により認定されて
いる唐辛子。そう、とても貴
重なものなんです。パプリカ
の香りを持ち、辛さも韓国な
どの唐辛子のような辛さで
はありません。フランスらし
い、どこか品のある辛さ。バ
スク地方では胡椒ようにス
パイスとして使われているそ
うです。

304006463

日本
チーズがそのままおせんべいに！！
ぜひ一度召し上がっていただきたい
大ヒット商品！
北海道小林牧場物語
カリッとゴーダ
約半年の熟成を経たゴーダチーズだけを使用し、カ
リッと仕上げました。
噛むほどにゴーダ
チーズの風味が口の
中に広がります。その
ままおつまみやおや
つに、砕いてサラダや
パスタ、スープのトッ
ピングにもご利用い
ただけます。保存料、
添加物、油等一切使
用していないのも美
味しさのポイント。安
心してお召し上がり
いただけます。食べれ
ばたちまちファンにな
られる方が多い、当店
の大人気商品のひと
つです。

304008288 日本

304009972 日本

ひとくち食べたらきっと驚きます！様々
な香辛料が豊かに香り、ごま油の風
味もしっかり。もう食卓には欠かせな
い、お味噌汁にも一振りする、というコ
アなファンが急増中です。その秘密は
こだわりぬいた原料。使用する唐辛子
は日本産の純粋種、不思議と後味に
甘みが残るのが特徴です。無農薬栽
培された高知県産の生姜と鳥取県産
の葱はひとつひとつ丁寧に洗い、細か
く刻みました。桂皮、陳皮、山椒、八角
と中華のスパイスもさらに味わいに深
みを加えています。

山田製油 ごまらぁ油
原料にとことんこだわった、
辛いだけじゃないラー油です！

304009978 日本

カファレル　
オリジナルギフト・メディア
カファレル社は3世
紀にわたって愛され
続けるイタリア・トリ
ノ生まれの老舗チョ
コレートブランド。美
しいホワイトのボッ
クスに、ジャンドゥー
ヤやミルクチョコ
レート、ヘーゼルナッ
ツの粒が入ったチョ
コレート等、お薦めチョコが16粒アソートされておりま
す。箱の中いっぱいに詰まった彩り豊かなチョコは、ご
贈答用に最適です。

幅広いシーンで活用できるサイズ感が◎
カファレル社の人気チョコレートが
ぎっしり詰まっています！

イタリア307001776

マルテッリ 
スパゲッティーニ（1.6mm）
ディーノとマリオのマルテッリ兄弟がパスタを造り、彼
らの妻達が袋詰めする。昔ながらの家内工場のようで
すが、1926年の創業以来、乾燥パスタにおいては「最
高の品質である」と専門家達に高く評価されてきまし
た。最高品質のセモリナ粉と水だけで練り上げ、機械
による乾燥では
なく50時間ほど
自然にまかせて
乾燥させることに
より香り高く、
ソースがよく絡む
最高のパスタに
なります。反面、
高温多湿には弱
く、粉の風味等が
損なわれやすい
ので開封後はお
早めにお召し上
がることをおすす
めします。

昔ながらの製法にこだわり続ける
パスタメーカー！

イタリア304003034

6



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

各1,800 円（税抜） 2,200 円（税抜）

15,000 円（税抜）

1,500 円（税抜）

1,000 円（税抜）

ポルトガル

フランス

30％OFF
数量限定

30％OFF
現品限り

①高さ：195mm 容量：1,500mℓ
②高さ：240mm 容量：970mℓ 　
遺産国：ドイツ

※横に寝かせてのご利用はご遠慮ください。

① ②

注目の雑貨グッズのご案内♪注目の雑貨グッズのご案内♪

※本体417×414×H59mm／マット400×400mm

※全長:約115mm（スクリュー部:55mm）

※高さ：198mm 口径：78mm

ポルトガルの上質な陶土を用いて作られているVIVの
オーブンウェアシリーズ。ノンスティック(フッ素樹脂加
工)なのでつるんと型から抜け、ハート型の焼き菓子
やキッシュがお皿にかわいく盛り付けできます！温度差
にも強いので、お料理の幅も広がりますね。
素敵にラッピングして気持ちの込もったギフト用にも
ぴったり！

①ピンク407001416 ②レッド407001415

可愛いハート型が作れます♪
VIV
ハート型ラメキン

フランス

フランスの老舗ガラスメー
カー、ラ・ロシェール。上品で繊
細な印象のダイヤモンドカット
とティアドロップがモチーフの
素敵なカラフェです。エレガント
な雰囲気のテーブルコーディ
ネートにピッタリです。
※720cc

407000389

カラフェに入れ替えて
おしゃれにワインを
楽しみましょう♪
ラ・ロシェール
カラフェ

402003352

ファンの多いミュズレ関連グッズ！
今回の新入荷商品はミュズレ・トレイ！

従来のミュズレグッズと言えばといえばボードタイプ
が主流ですが今回入荷した新商品は両方に持ち手の
あるトレイとなっており、ボードとは違うディスプレイ

ができそう！高級感
があるので飲食店
さまの装飾にも使え
そうな品のあるデザ
インです。シャン
パーニュ・ファンなら
すぐに何枚も必要に
なってしまうかもし
れませんね。
81個収納

ミュズレトレイ 81個収納用

ソムリエから絶大な信頼を得る
最高峰ソムリエナイフ“デュルック”
セール実施中！

世界中でも類を見ないほどエレガントでシンプルなデ
ザインで知られるソムリエナイフ“デュルック”はパリ
のギャルソンなら一度は使用したことがあると言われ
ている屈指の人気を誇るソムリエナイフです。現在流
行している二段式ではなくそのクラシカルなデザイン
と無駄の無さが人気です。薄く使用しやすいのでソム
リエ試験にもおススメ！少しでも多くのお客様に使って
頂きたいのでセールします！

デュルック ①ステンレス
②シルバーコーティッド

①402003209 ②402003247 フランス

圧巻の12色！フランスの
新星ソムリエナイフメーカーから
ハイコスパソムリエナイフが新登場！

08年フランス創業の新進気鋭のメーカー“リニュー・
W”からフレンチカラーのソムリエナイフが登場！12色
のアソートを当店では特別に単品として販売。しかも
ハンドル部のプラスチックは自然に配慮されたエコ素
材“生分解性プラスチック”で作られています。カナ
ディアン･インディアンのマークがあり、新時代ソムリ
エナイフの雰囲気を漂わせます。

リニュー デュブルベイ 
レセンシャル リロクア

402003368 ドイツ

当店最安値ブルゴーニュグラス！
しかも割れにくい
ショット・ツヴィーゼル！

人気のドイツ製ワイングラス
メーカー“ショット・ツヴィーゼ
ル”から最新の“オーディエン
ス”シリーズが入荷！素材は割
れにくく安心製の高いトリタン
性を使用し、強度面も据え置き
です。
高さもちょうどいい約20cmと
ご自宅使いにもぴったりのブ
ルゴーニュグラスです。
ピノ・ノワール以外にもこってり
とした樽のシャルドネやガメイ、
オレンジワインも美味しく頂け
るハイコスパグラスです！

オーディエンス ブルゴーニュ

402003367

センターからスッと入ったラインが綺麗！職人が作るエ
レガントなグラスシリーズ。
特別な日のギフトにもオススメです。お値段お手頃価
格で揃えられるのも魅力的！2脚用の専用BOXも500
円（税抜）で販売しています。

①ワイン407000406 ②フルート407000405

広がった縁とラインが
エレガントな印象です
KROSNOプリーツグラス
①ワイン ②フルート

ポーランド

世界のワイン雑貨の中心的メーカープルテックスから
飲み切れなかったワインのボトルに被せるだけで酸化
を抑制するアンチオックス。最近では多くの飲食店が
使用し、好評を得ています。保存環境・温度によります
が、５～１０日酸化を防止する画期的なストッパー。海
外でも大人気です！ワイン好きのギフトにもぜひ！

402002525

蓋をするだけ！
残ったワインを簡単にキープ。
プルテックス
酸化防止ストッパー 
アンチオックス

アップルは ニューヨークの愛称である“Big Apple”か
ら着想を得たコロンとした可愛いの形のデザインで、
戸棚や冷蔵庫に入れやすい高さです。メルロはスタン
ダードな形状のデカンタ。すらっと細身で美しく、古酒
にも向いています。どちらも安定感が良く、持ちやすさ
抜群。ワイン好きな方へのプレゼントにおススメです♪

ワインを愛する人々にとっての必需品！
リーデル エキャンタ　
①アップル ②メルロスペイン

①402002727 ②402001759 オーストリア

①通常価格 5,500 円 →4,950 円（税抜）

通常価格 各450 円 →各315 円（税抜）

通常価格 2,400 円 →1,680 円（税抜）

②通常価格 7,000 円 →6,300 円（税抜）

①通常価格 3,600 円 →3,240 円（税抜）

②通常価格 10,000 円 →9,000 円（税抜）

① ②

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！！

シンプルなデザインが人気のKINTOのお茶を楽しむシ
リーズUNITEA。蓋とストレーナーが1つになったワン
タッチティーポットはパーツが少なく、お手入れが簡単！
寒い日のホッとする時間に大活躍してくれますね。たっ
ぷり楽しめる720ｍℓ容量です。

407001633

KINTO
UNITEA ワンタッチティーポッド

ストレーナー付の便利なティーポット

2年前に当店で販売を
中止となった大人気コ
ルク雑貨“コルカー”。
針の付いた部品をコ
ルクに付ければ可愛
らしい動物などに再生
新可愛らしいイヌから
飛行機、謎の宇宙生
命体と賑やかなライン
ナップを揃えてみては
いかがですか?ワイン
とのギフトにも○！

①402003357 ②402003360

コルカー 
①ピノ ②クラシカルドッグ

待望の復活！これさえあれば
不要なコルクが生き返る！

フランス

カステッロ・ディ・ガビアーノは、12世
紀にフィレンツェのキアンティ栽培地
区の中心よりやや南に位置する土地
に創設されました。1124年から自社
畑で経営栽培の伝統が守られ続けて
います。鮮やかなルビーレッド色で、
チェリー、赤い果実、プラムのアロマ
がアクセントになっています。熟した
赤い果実の香りが立ちのぼるバラン
スの取れた味わいが、まろやかで長
い余韻のタンニン、そして長く力強い
フィニッシュにより引き立ちます。（ブ
ドウ品種：サンジョヴェーゼ、メルロー、
コロリーノ）

究極のワインをイメージし、極限まで
理想を実現させたワインを造り出す
天才、そして世界最高峰の醸造所と
して、今熱い注目を世界から浴びる
フーバー。このヴァイサー・ブルグン
ダー(=ピノ・ブラン)もその一つ！ドイ
ツの特徴ともいえるミネラル感のあ
るきれいな果実味に、一部を木樽で
熟成させた品格のあるニュアンスと
相まって心地よい飲み口に。シャルド
ネにも負けない旨味を醸し出してい
ます。試飲で一口飲んで即決！これは
旨い！！鰹のあぶり焼きとワサビとも
素晴らしい相性です！

各660 円（税抜）

※針による怪我、飲み込みなどお気をつけくださいませ。

本数限定

新入荷

150mℓ 1,800 円（税抜）

10枚入り 800 円（税抜）

109108567

通常価格 2,800 円 →2,350 円（税抜）

通常価格 3,800 円 →3,500 円（税抜）

通常価格 10,000 円 →8,500 円（税抜）

3,000 円（税抜）
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①

②

100101339

ベルンハルト・フーバー　
ヴァイサー・ブルグンダー 2015

まるでブルゴーニュのシャルドネ！
ドイツのピノ・ブラン、
2015年も最高です！

109206094

シャスール・ワインズは、ソノマ地区
のピノ・ノワールの7大生産者の一
人。キスラー、オーベール、マーカッ
シンなどに続く素晴らしい生産者。
当主のビル・ハンターは、USデイビ
ス校を卒業後、1994年にワイナ
リーを設立。このロレンツォ・ヴィン
ヤードは、ランドマークやマーカッシ
ンもこぞって購入する名門グロー
ワー。フレンチオーク16ヶ月熟成
（新樽67％）100％マロラクティック
発酵。無清澄、無ろ過。7大ソノマの
生産者シャスールの素晴らしい単
一畑のシャルドネ！今回の入荷に限
り、特別価格にてご提供です！

シャスール・ワインズ
シャルドネ ロレンツォ・
ヴィンヤード 2012

ソノマの７大生産者が作る、
香ばしいリッチなシャルドネ！

フランス/赤イタリア/赤

アメリカ/白

307002212

チョコレート好きの方から大変
ご好評いただいている｢ショコ
ラマダガスカル｣からアソート
タイプが出来ました！人気の8
種類の味をアソートしてあるの
で、今まで気になっていた味を
お試しいただけます。カカオの
配合率の違いを食べ比べてみ
るのもオススメです！

ショコラマダガスカル
ミニタブレット
アソート8種

ちょっとずついろんな味を食べたい！！
を叶えるアソートタイプが新登場！

マダガスカル

109202803

豊盃の代名詞とも言える人気米「豊
盃米」で仕込んだ純米大吟醸の生酒
を新酒でお届けする絶品です。協会
1501号酵母にて仕込んだ純米大吟
醸の生酒です。特別レアな生酒です。
新酒ならではのフレッシュさと豊盃米
のコクを表現しました。優しく膨らみ
のある香味は、幅広い料理と好相性
です。ワイングラスで飲むと吟醸香が
広がり至福の時を演出します。煌び
やかで可愛いレインボーラベルはギ
フトにもオススメです。新生活を向か
える方へのプレゼントや、歓迎会での
食中酒など、この時期にピッタリの日
本酒です！

豊盃 純米大吟醸
レインボー生酒

華やかなレインボーラベル！
季節限定です！

304009975

1822年創業、フランスの老舗オリーブオイルブランド
「ア・ロリヴィエ」。パリ･マレ地区に創業して以来、地元
パリジャンはもちろん、全世界の食通から愛され続けて
います。本店に足繁く通うファンの中には、有名女優や
俳優などそうそうたる顔ぶれ！某航空会社のファースト、
ビジネスクラス、星付き
レストランでも使用され
ています。今回ご紹介す
るホワイトトリュフオイル
は特に女性に大人気が
あるそうです。プロヴァ
ンスで作られたオリーブ
オイルとイタリア・アルバ
産白トリュフの最高に贅
沢なコラボ！気品漂う香
りと味わいをご堪能くだ
さい。

ア・ロリヴィエ 
アロマティックオリーブオイル･
ホワイトトリュフ

気品漂う香りと味わいを
ご堪能ください！

日本

109109999

ボルドーメドック公式格付第三級シャ
トーであり、サン・ジュリアン村を代表
する名門シャトー！近年飛躍的な品質
向上を遂げ、カシス系の果実を想わ
せる深いコクと十分なタンニンはまさ
しく最上のグラン・ヴァン。中世の時
代からの歴史があり、当時は「ラグラ
ンジュ・モンテイユの高貴な館」と呼ば
れ、一部はボルドー聖堂騎士団の領
地でもありました。近年飛躍的な品質
の向上を遂げるボルドーを代表する
三級シャトー！１０年以上の長期熟成
が可能な２０１５年ヴィンテージが新
入荷！

シャトー・ラグランジュ ２０１５

メドック公式格付第三級シャトー
超期待の2015年
プリムール価格で新入荷

カステッロ・ディ・ガビアーノ
キアンティ・クラッシコ 2015

伝統の古き良きキアンティ・クラッシコ！

通常価格 10,000 円 →8,500 円（税抜）

2,400 円（税抜）

ドイツ/白

値割引対象外


