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本数限定価格！

新入荷 数量限定ボトル

カレッタ カンヌービ・リゼルヴァ バローロ 
フランコ・ミローリオ・コレクション 2010

会計時にこのクーポン券をご持参いただいた方に限り、
3,500円（税抜）以上お買上で500円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24日（土）～4月22日(日）まで

1734年創業。「シャンパーニュの貴婦人」と呼ばれ、洗練された味わい
は飲む者全てを魅了し、歴代フランス大統領が主催するエリゼ宮での公
式晩餐会にも選ばれる歴史と格式あるシャンパーニュ・メゾン。２０１４年
から３年連続でノーベル賞晩餐会で使用されるなど注目度も高い。ブリ
オッシュやフレッシュな柑橘類のアロマ、余韻に続く美しいハーモニーが
素晴らしい。フォーマルなシチュエーションをより感動的な空間にする。
フランスを代表するグラン・メゾン。

テタンジェ（FIFA bottle 2018）
ブリュット・レゼルヴ N.V.　

“友愛”を意味する FIFA WORLD CUP 2018 限定ボトル！

創立550年を超える老舗ワイナリー。銘醸地として名高いバローロ村の
カンヌービ地区の畑から収穫されたブドウを使用した単一畑の限定品。
「ワインの王」と称えられる偉大なバローロの力強さや、隙のない厳格さ、
その土地の持つミネラル分が複雑に入り組む深さが感じられます。ネッ
ビオーロのポテンシャルを最大限に引き出した最高級品。全てのボトル
にボトルナンバーが付されています。（ブドウ品種：ネッビオーロ100％）

イタリア/赤100101457

フランス/泡109107856

550年の伝統と革新の傑作！
最上級カンヌービ・リゼルヴァのバローロ！

アメリカ/赤109203475

幻！？とも言えるモンダヴィのバックヴィンテージ！
人気のAVAスタッグスリープが限定入荷！

●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。 
●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。

WINE MARKET PARTY最大のイベント！
「PARTY'S PARTY 2018」開催します！
当店最大のイベントであり、年に1～2回だけ行うPARTY'S PARTY。
今回も様々なインポーター様にお越しいただき、世界各国のワインを
50種類以上ご用意して、皆様のご来場をお待ちしております！会費は
5,000円(税込)。別途特別な有料試飲などもご用意しております。詳
しくはHPにて載せていきますので、チェックしておいてください！

    

通常価格 12,800 円 →11,800 円（税抜）

通常価格 25,000 円 →21,500 円（税抜）

7,400 円（税抜）

WINE MARKETPARTY
ネットショップ

5/19(土) 14：00～16：30

スライスしたての味わいを是非！ 
ルリアーノ生ハム量り売り！
昨年に3度試食販売を開催し、大好評だった本場イタリアのプロ
シュートの量り売りを皆様の熱いご要望にお応えし、今年も開催しま
す！ルリアーノの生ハムは催事などでしか購入することの出来ない貴
重なもの。原木からカットしたての生ハムを是非一度味わってみてく
ださい。その美味しさに驚くこと間違いありません！

3/31(土) 13：00～18：00

会員様限定！白･ロゼワイン
全品15%OFFセール開催します！
昨年から続けている3連休の際に行う15%OFFセール。今回は白ワ
インとロゼワインを15%OFFいたします！是非皆様ご来店ください～！

4/28(土)～30(月･祝)

3,500円以上お買上で“500円”OFFクーポン券！

当店の新ネットショップが2月から本オープンとなりました！
今、新規で会員登録いただけた方にはクーポン付与や、

豪華シャンパンが当たるオープン記念プレゼントキャンペーン中です！
この機会に是非ご登録ください。

http://www.partywine.com/html/page7.html

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

3/31(土) 13：00～18：00
イタリア「白ワインの聖地フリウリ」ヨスコ・グラヴナー2002、
ミアーニ含む魅力満載4種試飲！
イタリアワイン界をリードする白ワイン産地といえば、フリウリ・ヴェネツィ
ア・ジューリア州。イエルマン ワー･ドリームスやおすすめワインを加え、今
回はフリウリファンならずとも要チェック！この産地でしか出せないバラエ
ティ豊かな香りの世界へ。詳細はHPにて。
　
4/1(日) 13：00～18：00
あのオーパス・ワンを凌駕するシャトー・モンペラ比較試飲！
3,000円台なのにオーパス・ワンより美味しいと評価されることが多い
実力生産者のシャトー・モンペラの中からモンペラ・ルージュ、なかなかお
目にかかれないレ・ザマン・デュ、そしてトップキュヴェであるジロラットと
比較試飲します！
　
4/7(土) 13：00～18：00
店長推薦！とっておきのロゼワイン試飲！6杯セットで2,000円！
季節は春、この時期に飲みたくなるのがロゼワイン。しかし、美味しいロ
ゼのシャンパーニュや本当に美味しいロゼワインって…意外と少ないと
思いませんか？今回は店長が本気でオススメするロゼワインをいくつか
紹介したいと思いますので、是非ご来店ください～！
　
4/8(日) 13：00～18：00
イタリア・トスカーナ マッサ・ヴェッキア試飲！
トスカーナ州南端グロッセート県のほぼ中央に位置するマッサ・マリティ
マにある家族経営のワイナリー。わずか3haの畑からイタリア特有の土
着品種を中心に栽培。土壌やブドウの特性をより自然な形でワインに表
現するため、化学肥料を使わない有機農法を実践。野生酵母のみを使用
し、木製の開放醗酵槽でのマセレーションと醗酵。自然のままにブドウ本
来の味わいを表現しているナチュラルワインです。（※詳細はホームペー
ジをご覧下さい）
　　
4/14(土) 13：00～18：00
シャブリの真の実力！王者フランソワ・ラヴノーを含む豪華試飲
フランス、ブルゴーニュを代表する銘醸地シャブリ。絶対的王者に君臨す
るフランソワ・ラヴノーを含む豪華試飲ラインナップで皆様をお待ちして
おります。詳細はHPにて。
　
4/15(日) 13：00～18：00
南アフリカ生産者来店試飲！
「バーデンホースト＆クラヴァン・ワインズ」初来店！
当店初となる南アフリカの生産者来店試飲会が開催されます。今注目の
産地スワートランドの名門「バーデンホースト」と銘醸地ステレンボッシュ
のライジングスター「クラヴァン・ワインズ」のワインを会話をしながら、お
楽しみいただいけます！詳細はHPにて。

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。

春に相応しいワイン、
入荷してます！！

カリフォルニアワインを世界に名を轟かせた伝説の作り手「ロバート・モンダヴィ」彼のテ
ロワールセレクションから20年熟成した、クラシックなスタッグス・リープ・ディストリクト
地区のクラシックなカベルネが限定12本入荷しました！クロ・デュ・ヴァルやシェー
ファー、シルヴァラードなど名立たる生産者がひしめく銘醸地のカベルネを主体とたキュ
ヴェ。飲み頃となったカリフォルニアワインはなかなか探すことは出来ないので、とても
魅力的なお勧めな1本！贈答品や古酒会にお勧めな希少ワイン！

ロバート・モンダヴィ
カベルネ・ソーヴィニヨン スタッグス・リープ 1996

限定

12本

1

nakamura
取り消し線

nakamura
取り消し線

nakamura
取り消し線

nakamura
取り消し線

nakamura
取り消し線

nakamura
取り消し線

nakamura
取り消し線



新入荷 数量限定入荷

季節限定

本数限定！期間限定商品

ワイン割引クーポン付き！

※幅400×奥行526×高さ1205mm

まるごと洗えて衛生的な
ポリプロピレン製カゴバッグ

天然素材と見間違えそ
うな、水に濡れても安心
なPPストローバスケッ
ト。水場や雨の日、ピク
ニックなど、外でも気軽
に使えるので、ワインボ
トル、割れないグラス、お
つまみなど入れてLet’s
外飲み♪

カゴバッグ ナチュラル

403002792

新生活応援セール！
8万円台で34本入る魅力的なワインセラー！

昨年人気を博したフォルスターのホームセラーシリーズ。こちら
は・2温度帯コンプレッサー・30本以上収納・各棚に照明を搭載・
リビングに置いても映える魅せるセラーとして多くのお客様に
お選び頂きました。また湿度もなかなか好評で長期熟成に向い
ています。至る所で気の利くフォルスターらしい逸品です！

フォルスター ホームセラー 
FJN-105G（BK）34本用

501000076

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. 
バイ トモユキ ヨネヅ

お花見にピッタリ！優雅で鮮やかなロゼスパークリング！お花見にピッタリ！優雅で鮮やかなロゼスパークリング！

①見た目も美しい、ほんのりとした桜の風味が味わい深い桜
のお塩。香り高い時期の桜の花と葉を塩と混ぜ合わせた調
味塩。おにぎりや天ぷらなど和食にぴったり。どちらの日本の
春を感じられる逸品です。②近年美容や健康効果が注目さ
れている甘酒。手造り米麹の甘酒に桜の葉を加えた自然な甘
さと桜の香り漂うノンアルコールの甘酒です。お子様やアル
コールが苦手な方でもお飲みいただけます。日本の春といえ
ば桜。ほのかな桜の香りが春の訪れを感じさせてくれます。

夕香亭 ①さくらのお塩 ②さくらの甘酒
ほのかな桜の香りで春の訪れを感じます！ほのかな桜の香りで春の訪れを感じます！

①307000499 ②307002006

3,200 円（税抜）

通常価格 100,000 円 →85,000 円（税抜）

1,950 円（税抜）

10,000 円（税抜）

当店の超人気スペインワイン、シルバー・ラベルの弟分であるク
アトロ・メセス（ゴールド・ラベル）の『桜ラベル』！オーナーのミゲル・
ヒル氏がワシントンで初めて桜並木を歩いたときに、その美しさ
に感動。約100年前から所有しているフアン・ヒルのブドウ畑が
広がる丘の名前は、Cerezo（＝スペイン語で桜の意）であること
に深い縁を感じ、フアン・ヒルにとって『桜』は特別な存在に。ブ
ラックチェリーやプラムのジャムに黒系スパイスらスモークの要
素。濃厚な果実感は改めてフアン・ヒルの凄さを感じます！（ブドウ
品種：モナストレル100％）

ファン・ヒル クアトロ・メセス・サクラ 2016

スペイン/赤

今年は『満開の桜』ラベル！人気のフアン・ヒル限定ラベル！今年は『満開の桜』ラベル！人気のフアン・ヒル限定ラベル！
109204507

１８３８年創設。ウィリアム・ドゥーツとピエール・ユベール・
ゲルテルマンの二人によりアイ村に設立された大人気メ
ゾン。１８８２年にグラン･マーキー（最高級シャンパン協
会）が設立されて以来の会員であり、現在もその地位を
保っています。現在ルイ・ロデレール社の傘下に入り益々
高品質なシャンパーニュをリリースしている。モンター
ニュ・ド・ランス地区のピノ・ノワール種100％使用。桜の
花びらの様に美しく、清く正しいロゼ・シャンパーニュ。数
量限定特別新入荷

ドゥーツ ブリュット・ロゼ SAKURA（桜） N.V.

フランス/泡ロゼ

春に舞う「SAKURA」のアロマ漂う
美しい限定ロゼ・ボトルが数量限定新入荷
春に舞う「SAKURA」のアロマ漂う
美しい限定ロゼ・ボトルが数量限定新入荷

109104252

第２次世界大戦中に犠牲となった日本兵を弔い、日本との友好を
深めるために植えられた「桜」がテーマです。オーストラリアのシド
ニーから1時間程の所にあるカウラ地区は、日本との友好の印とし
て、大きな日本庭園があり、沿道に約2,000本もの桜がしっかりと
根を張っています。当店でも毎年人気ですが、2015年の新ヴィン
テージが新入荷となりました！ほど良い濃さとバランスに優れた、
ニューサウスウェールズ州の特徴が表現された品のあるシラーズ。
お花見や贈答用にお勧めの1本！限定36本！

ウインダウリ・エステート
サクラ・シラーズ 2015

お花見の季節に嬉しい！テーブルが華やかになる人気ワイン！お花見の季節に嬉しい！テーブルが華やかになる人気ワイン！
36本限定オーストラリア/赤109204408

3,000 円（税抜）

3,300 円（税抜）

1,500 円（税抜）

日本

口に含むと桜の香りがふんわりと広が
る、口溶けなめらかな優しい味わいの
チーズです。桜の塩漬けがちょこんと
のった見た目は、まるで和菓子のような
繊細さです。ワインとの相性も良いです
が、蜂蜜を添えていただいて、和菓子の
ようにお召し上がりいただけば、ほうじ
茶などの日本茶とも相性良くお召し上が
りいただけます。

共働学舎 さくら
季節限定 桜が香る、やさしいチーズ季節限定 桜が香る、やさしいチーズ

304005187 日本

109204377 オーストラリア/泡ロゼ

フランス・シャンパーニュ地方で300年も前から愛されて
いる伝統的なお菓子、「ビスキュイ・ロゼ」。1976年創業
の老舗菓子店、フォシェ社の代表的なお菓子です。卵白
を巧みに使用した独特の軽くサクサクとした歯ざわり、上
品でほのかな甘さは、シャンパーニュとの相性バッチリで
す！お祝い事の多い春の季節、シャンパーニュでの乾杯の
席に、美しいピンク色のビスキュイロゼは華を添えます。
シャンパーニュに浸して食べても美味しく頂けますよ。

ビスキーローズ
春らしいピンク色のお菓子は
シャンパーニュとの相性も抜群！
春らしいピンク色のお菓子は
シャンパーニュとの相性も抜群！

304007004 フランス

①110g 680 円（税抜）  ②160g 380 円（税抜）

90g 900 円（税抜） 100g 700 円（税抜）

マルサネ村を代表する大ドメーヌであり神様としてその名を
世界中に知らしめた「クレール・ダユ」の元に生まれ、様々な
困難を乗り越え現代にその偉大なる姿を継承する素晴らし
いドメーヌ。マルサネのスペシャリストであり、唯一レジョナ
ル（村名）ロゼを名乗れるAOCマルサネ・ロゼ。ステンレンス
タンクの中で1年間寝かされるマルサネ・ロゼの素晴らしさ
は言うまでもない。一度は飲むべきロゼワイン。

ブリュノ・クレール マルサネ・ロゼ ２０１５

フランス/ロゼ

神様の意志を継ぐ偉大なる
マルサネのトップ・ドメーヌ！
神様の意志を継ぐ偉大なる
マルサネのトップ・ドメーヌ！

109202914

冷蔵品

2

季節商品のご案内♪季節商品のご案内♪



イタリア イタリア冷蔵品 20%OFF

10%OFF

通常価格 3,800 円 →2,000 円（税抜） 通常価格 4,600 円 →2,980 円（税抜）

通常価格 15,000 円 →13,500 円（税抜）

限定24本

２４本限定価格！

数量限定特別価格

期間限定15%OFF

ピノ・ノワール100%で仕込む
熟成感溢れるロゼ・シャンパーニュ！
ピノ・ノワール100%で仕込む
熟成感溢れるロゼ・シャンパーニュ！

フランス/ロゼ泡

ジャン・ヴェッセルはシャンパーニュの特
級ブジィ村にて3世紀前からシャンパー
ニュ造りを始めていた一族の歴史を引
き継ぎ1930年に創設された蔵元。現
在は14haの広さのグラン・クリュ（特級
畑）を主とした自社畑で栽培されたブド
ウのみからシャンパーニュを生産する優
良RMとして注目を集める。ブジィ村の
粘土石灰質土壌に植わるピノ・ノワール
を使用した贅沢なロゼ・シャンパーニュ！
3年以上熟成された、優しい泡立ちが魅
力的です！

109202106

ジャン・ヴェッセル ブリュット･
ロゼ・ド・セニエ ハーフ N.V.

ポールボキューズ、
タイユバンなど有名“三ツ星”
レストランにオンリスト

ポールボキューズ、
タイユバンなど有名“三ツ星”
レストランにオンリスト

フランス/赤

１６７１年設立。コート・シャロネーズ地区ジ
ヴリー村に３３ｈａを所有し兄弟で運営す
るドメーヌ。ワイン造りのポリシーは、１本
飲みきれるワインを造りたい。過度な抽
出は避け、ナチュラルな果実味が楽しめ
る味わいを目指しています。収穫された
葡萄は１００％除梗後、１０度～１２度に冷
やされ、１２日～１５日かけてゆっくり発
酵。その後、DRCなどが愛用しているフ
ランソワ・フレール社の樽にて熟成。

109206314

ドメーヌ・ミシェル・サラザン
ブルゴーニュ・ルージュ ＶＶ ２０１５

通常価格 7,000 円 →6,500 円（税抜） 通常価格 2,500 円 →2,200 円（税抜）

通常価格 2,800 円 →2,520 円（税抜）

120g 通常価格 1,350 円 →1,080 円（税抜）

ピノ系３品種のみで仕込まれる
日本限定キュヴェが入荷!!
ピノ系３品種のみで仕込まれる
日本限定キュヴェが入荷!!

フランス/白

1810年創業の伝統あるドメーヌ。南アルザスのゲッビレール
村に本境地を置き、この地で最も急勾配である畑を所有。現
在7代目アランベイドン・シュルンバジェが当主。栽培はすべて
ビオロジック農法。樹齢の若いグラン・クリュの畑の葡萄を使
用した贅沢なキュヴェ。表情豊かな清々しいスタイル、柑橘系
やコンポート類などを連想させる上品なアロマが魅力的！日本
限定の特別なキュヴェ!!

109202979

ドメーヌ・シュルンバジェ 
テール・ダルザス 2016

当店大ヒット生産者の新年号が入荷！
カリフォルニアが沸いた偉大な２０１３年！
当店大ヒット生産者の新年号が入荷！
カリフォルニアが沸いた偉大な２０１３年！

アメリカ/赤

オーパス・ワンにブラインドで勝利した驚異のワイン！当店でも大人気のス
ター・レーンは、1996年、カリフォルニア州サンタ・バーバラの最東端、サン
タ・イネズ・ヴァレーにディアバーグ夫妻によって設立。当時は、無名であった
産地をAVA昇格に起因した伝説的な造り手。2005年にアメリカ各地で行っ
たブラインドテイスティングで、オーパスワンなど並み居る強豪を押しのけ最
高評価を得たという伝説的なワイン！ゴルフトーナメント『マスターズ』でも毎
年振舞われ、世界のセレヴを魅了する素晴らしいワイン！

109202331

スターレーン カベルネ・ソーヴィニヨン
ハッピー・キャニオン 2013

スパークリングやビールと一緒にまずはこれ！スパークリングやビールと一緒にまずはこれ！

イタリアを代表する人気の生ハム3種の盛り
合わせ。人気ナンバーワンの生ハム「プロ
シュット・クルード」、スモーキーでコク豊かな
「コッパ」、サラダやサンドイッチにもオススメ
「ミラノ･サラミ」の3種。レボーニ社は1911
年創業。品質保持の為、豚の生産･育成から
製品に至るまで全てを自社で行っているイタ
リアでも数少ないメーカー。一貫生産の為、
肉の履歴がはっきりしているので安心して食
べていただけます。スパークリングやビール
と一緒にまずはこれから！

304005741

レボーニ アンティパスト
お酒のおつまみに◎！イタリア産スナックが期間限定15%OFFお酒のおつまみに◎！イタリア産スナックが期間限定15%OFF

イタリアの各地方の味わいを、オリー
ブオイルの風味豊かな一口サイズの
スナックに閉じ込めました。ワインや
ビールのお供にピッタリなスナックで
す。味わいは3種類。お得なこの期間
にぜひお試しください！！

①304002998 ②304002997 ③304002999

パネアルバ ミニイタリアンスナック　
①ガーリック＆パセリ
②トマト＆バジル
③シチリアンテイスト

オーストリア

待望の復活！9脚分の価格で12脚をＧＥＴ！
リーデルバリューパック！しかも特別価格！
待望の復活！9脚分の価格で12脚をＧＥＴ！
リーデルバリューパック！しかも特別価格！

リーデルの大人気グラスパックが待望の復活です！4
脚分お得のバリューパックは泡・白・赤の使いやすい
グラスが4脚ず
つ入った大盤振
る舞い！一つの箱
に12脚収納でき
ることから大変
重宝されていま
した。ギフトや開
店・新築お祝い
と幅広い層の方
に大人気間違い
なし！

402003375

オヴァチュア バリューパック

エレガントなバルバレスコ！
本数限定で破格の特別価格！
エレガントなバルバレスコ！
本数限定で破格の特別価格！

1 9 7 5年設立。ピエモンテに
100haの畑を持つワイナリー。ネイ
ヴェとバルバレスコ村のブドウを使
用。イチゴとラズベリーの香りで、
バルバレスコ特有のエレガントで、
柔らかい果実の風味に包まれます。
発酵はステンレスタンク、熟成はス
ラヴォニア・オーク樽で24ヶ月。さ
らに瓶熟成6ヶ月。（ブドウ品種：ネッ
ビオーロ100％）

109206098

ヴィッラ・モンシニョーレ　
バルバレスコ・DOCG・
ヴィーニャ・モンシニョーレ

通常価格 2,800 円 →2,400 円（税抜）

イタリア/赤

100g 通常価格 各400 円 →各340 円（税抜）

①通常価格 900 円 →810 円（税抜）

②通常価格 955 円 →855 円（税抜）

※オヴァチュア マグナム×4
　レッド×4／シャンパーニュ×4

保存容器としてではなく
デザートをそのまま盛り付けても可愛い
保存容器としてではなく
デザートをそのまま盛り付けても可愛い

K I LNERは老舗ガラスメー
カー。150年以上もの間多くの
人に愛されてきました。密封用
ゴムパッキンと蓋を合わせた人
気のクリップトップジャーは1つ
あると保存に便利で重宝しま
す。においが残りにくいソーダ
ガラス製で、煮沸消毒はもちろ
ん食器洗浄器の使用も可能で
す。保存用としてはもちろん、
ティラミスなどのデザート入れ
にしてそのままプレゼントして
も可愛いですね！

KILNER ラウンドクリップ
トップジャー 0.35Ｌ/0.5L

①0.35L 403002816 ②0.5L 403002815

バックに入っているから
そのまま持ち運べてアウトドアに便利♪
バックに入っているから
そのまま持ち運べてアウトドアに便利♪

ガラスのような透明感がある、10m上空から落として
も割れない素材「トライタン」のグラス。ワインの香り
や味が充分に楽しめるこだわりのフォルムなのでお花
見でシャン
パーニュ！に
ぴったり！医
療用器具を
製造してい
るイースト
マン社が開
発した、有
害な化学物
質を含まな
い安全な製
品です。

トライタン樹脂製
白ワイングラス 4脚セット

402002809

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！
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本数限定価格！

フランス/白109004455

109103915 フランス/赤

姉妹店La Vineeでも注目！
黒ワインと呼ばれるカオールの銘酒！
ドメーヌ・ル・クロ・ダン・ジュール カオール 2014

シャトー･ギローが造る本気でオススメできる
辛口ボルドー・ブラン！
ル・ジェ・ド・シャトー・ギロー
ソーテルヌ第1級として名高いシャトー・ギローが造る、ボルドーで初めて辛口
白ワインを樽発酵を行ったシャトーとしても知られ、フランスでのコンクール
で入賞や現地ワイン誌で高得点を常に獲得するボルドー、いや、世界を代表
する白ワイン。シャトー・ギローで使われたオーク樽で発酵。冷やして飲むとグ
レープフルーツやなどのフレッシュでさわやかな味わいで魅了し、温度を上げ
るとオーク樽由来のトロピカルで複雑な味わいが
楽しめる贅沢なボルドー・ブラン！

本数限定！

本数限定！

イタリア/赤109206344

イタリア/微発泡赤

やや微発泡！？やさしさ溢れる癒しのバルベーラ！
イル・ヴェイ バルベーラ 2015
エミリア・ロマーニャ州・ピアチェンツァ郊外､ルレッタ渓谷にあるピオッツァーノという小さな
村にある､ブラギエリ夫妻によって営まれるワイナリー｡始めた当初1ヘクタールだった畑は
現在8ヘクタールあり､ボルドー液以外の農薬を一切用いない有機農法を実践｡ワイナリーで
もブドウのプレス時に若干量の二酸化硫黄を使うのみ｡この地域で生産されるワインも伝統
的には､オルトレポーやコッリ ディ パルマ同様に微発泡で､糖分も酵母も一切添加せずに微
細な瓶内ニ次醗酵を行わせるために､ボトリング時には二酸化硫黄を一切添加しない｡生産
量の大半をワイナリーで量り売りし､リクエストのあった分だけを
ボトルに入れて販売しています｡（ブドウ品種：バルベーラ100％）

109206351

イタリア/赤

スワロフスキーがちりばめられた高級トスカーナ！
ゴージャス感がものすごい・・・
ディアデマ IGT トスカーナ・ロッソ 2013

109206385
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2000年ヴェロニク＆ステファン・アゼマール夫妻によって設立。ドメーヌ・ル・
クロ・ダン・ジュールは2004、2007、2009年と6年間の間に3回もギド・ア
シェット誌でク・ド・クール（最も心に残る1本）を獲得し一躍有名になった注目
度Ｎｏ1カオール地方の新星生産者。カオールで最も偉大なワインが出来る3
段目のテラスに7haの畑を所有。黒ワイン本来のトラディショナルな味わいが
楽しめる1本です！

ヴェネトの妖艶なカベルネ・ソーヴィニヨン！
トノン カベルネ・ソーヴィニヨン ヴェネツィア 2012
カベルネ・ソーヴィニヨンの力強さと、ヴェネツィアのエキゾチックな雰囲気
たっぷり！かなりのハイクオリティです。豊潤なスパイスの香りと、ほんのり
ハーブの香りが漂います。ヴェネツィアの金細工をあしらったラベルデザイン
も豪華。スラヴォニア産オーク樽で18-24ヶ月熟成後、6-8ヶ月の瓶熟成。当
店バイヤーが一口飲んで入荷を即決したほどのコストパフォーマンス！もう一
度言わせてください...か・な・りオススメです。（ブドウ品種：カベルネ・ソー
ヴィニヨン100％）

2,500 円（税抜）通常価格 3,500 円 →

109206316

１９８０年設立。ドメーヌ・コアペは、彗星のごとく現れ、ピレネー山脈の麓にある
「世界最高峰の甘口ワイン」と認識されるジュランソンを代表するトップ生産者。
現オーナーであり僅か一代でその名声を獲得したアンリ・ラモントゥ氏は、世界
が認める偉大なワイン職人のひとりとして世界中から注目を集める。プティ・マ
ンサン種やグロ・マンサン種による蜂蜜の様な複雑かつ繊細、魅惑的なアロマ
が特徴的で、オーク樽熟成の上品な香り漂う1本です！

フランス/白

3,400 円（税抜）

年間５０００本弱の大変希少なジュランソンの美酒が入荷！
ドメーヌ・コアペ ジュランソン カルト・タン ２０１５

フランス/ロゼ109204846

ローヌを代表する自然派生産者が仕込む
本当に美味しいロゼワイン！!
マルセル・リショー ロゼ・テール 2016
フランスで最も権威のあるワイン専門誌のひとつ レヴュ・ド・ヴァン・ド・フランス で
僅か20人のみ選出され「フランスこの10年のベスト生産者」またクラスマン誌で
「彼ほどの完璧主義者はフランスには存在しない」とまで言わしめたローヌ地方を
代表する人気爆発中のマルセル・リショー。ピュアな果実と上品なアロマ。南仏らし
いしっかりと太陽を浴びた上質な果実感とボリューム感が最高！ジワジワと広がる
この季節にオススメな毎日楽しめる素晴らしいロゼワイン入荷！

2,000 円（税抜）

イタリア/白

絵画ファンも必見！トスカーナの可能性を感じる驚愕のレベルの高さ!
イ・ジュスティ・エ・ザンツァ ネモリーノ・ビアンコ 2015

109007581

数多くの一流レストランにオンリストされているイ・ジュスティ・エ・ザンツァ。爽やか且つ
リッチな果実味はラベルのインパクトﾄ以上です｡フレッシュ感をめいっぱい感じたあと
に、まろやかさとミネラルが広がります。南国フルーツを思わせるコクと甘みがキレのあ
る酸によって引き締まり、質の高さを感じさせてくれます。「ネモリーノ」は、ガエターノ・ド
ニゼッティーの歌劇「愛の妙薬」に登場する主人公の名前に由来。ラベルは、イタリア工業
デザインの巨匠、故エットーレ・ソットサス氏によるもので、天才画家カラヴァッジョの
『バッカス』がモチーフ。（ブドウ品種：
トレッビアーノ50％/セミヨン50％） 2,450 円（税抜）

2,500 円（税抜）

109206479 フランス/赤

とにかく品質重視！メヌトゥ・サロン・ルージュが新入荷！
ドメーヌ・ド・レルミタージュ メヌトゥ・サロン
プルミエ・キュヴェ ルージュ 2014

109206389 フランス/赤

日本の四季「春」をイメージして造られた“お花見ワイン”
セヴァスチャン・ボビネ
HANAMI（花見） 2012
２００２年初リリース。巨匠オリヴィエ・クザンから葡萄への情熱、畑への丁寧な
アプローチを学び、近年「スーパー・ソミュール」と呼ばれる素晴らしいワイン
をリリースし、現地で特に注目を浴びる期待の大型新人。凝縮した活き活きと
した葡萄を収穫し、通常の２倍の人員で非常に厳しい選果が行われる。日本
の四季である「春」＝「お花見」をイメージして醸造された、軽やかで心地よい
癒しのワイン！

メヌトゥ・サロンはロワール地方のサンセールとトゥレーヌ間に細長くの
びているエリア。かなりマニアックなエリアですが、このドメーヌ・ド・レルミタージュでは収穫はす
べて手摘みで行うという徹底ぶり。品質重視の生産者が少ないアペラシオンでここまで品質に
こだわるドメーヌはこちらのドメーヌ含めてたった２軒のみ！チャーミングな印象の中に、よく練れ
たタンニンが全体を整えてくれています。メヌトゥ・サロン未体験の方も、ピノ・ノワール大好きな
方も安心して味わっていただけるワインです。

通常価格 2,800 円 →

通常価格 3,000 円 →

通常価格 2,600 円 →

2,400 円（税抜）

3,500 円（税抜）

フランス/①泡・②ロゼ①100101433  ②100101433　

歴代フランス大統領御用達！
時代を彩るシャンパーニュ・グラスセット！
テタンジェ オリジナル・ギフトBOX
(グラス２脚付き )
1734年創業。シャンパーニュの貴婦人と呼ばれるほど洗練された味わいが人気のテタ
ンジェ社。歴代フランス大統領が主催するエリゼ宮での公式晩餐会にも選ばれ、2014年
から3年連続でノーベル賞晩餐会でも提供される歴史と格式あるシャンパーニュ・メゾン！

①ブリュット・レゼルヴ オリジナル・グラス・セット ￥7,700(税抜)　②プレスティージュ・ロゼ オリジ
ナル・グラス・セット ￥10,000(税抜) 7,700 円（税抜）① 10,000 円（税抜）②

通常価格 3,700 円 →2,500 円（税抜）

デイリーで楽しめる旨安ヴァン・ナチュール入荷しました!
①マス・ド・ジャニーニ
　セ・ビアン・コム・サ・ルージュ
②マス・ド・ジャニーニ
　セ・ビアン・コム・サ・ブラン

①109201654  ②109201653

ラングドックの名手である大人気生産者マス・ド・ジャニーニとディオニー社の夢のコラボ
レーション・アイテム！南フランスの大地と太陽の味わい、毎日気軽に楽しく飲める旨安ナ
チュラルワイン！「C'est bien comme ça! ＝それええやん！」
という素晴らしいネーミングセンス！

② フランス/①白・②赤

各1,400 円（税抜）

①

2,180 円（税抜）通常価格 2,360 円 →

イタリア トスカーナ州と、フランス シャンパーニュに畑を持ち、醸造を行っている生産者。こ
のラグジュアリー感が最高です！（※写真よりも実物のほうがキラキラしてます！）紫がかっ
た深いルビーレッド。赤い果実、なめらかなスパイス、チョコレート、ローストコーヒー、キナ
の香りがあります。タンニンはしっかりありながらもサンジョヴェーゼらしさの特徴がよく出
ていて上品。後味には、その土地の個性であるミネラルの要素も感じられます。味わい、ボ
トルデザインともに高級感に浸れる逸品です。（ブドウ品種：
サンジョヴェーゼ85％/メルロー10％/シラー5％） 11,640 円（税抜）



通常価格 2,500 円 →

通常価格 1,600 円 →

18本限定！

各18本限定！

109202110 スペイン/白

スペイン/白

リスカル社はリオハ地方最古のワイナリー。世界中のさまざまなコンテストで
数々の賞を受賞。ワイン専門誌においても常に高評価されている老舗。アニ
スやフェンネルの香りを含んだ強い特質を感じながらも、口の中で、優しく爽
やかな味わいとして広がります。（ブドウ品種：ヴェルデホ）

100101458

スペイン王室御用達ワイナリーの
こだわりオーガニック白！
マルケス・デ・リスカル
オーガニック・ブランコ 2016

程よい苦味が和食との可能性も･･･！
美食の地「バスク」で愛される微発泡辛口白ワイン！　　
イルスタ ゲタリアコ・チャコリーナ・イルスタ 2015
「チャコリ」とは、バスク地方の地酒でほんのわずかな発泡性を残し、瓶詰めされた白ワイ
ン。アルコールも通常のワインよりも低い9%～12%で飲みやすい。とてもデリケートなの
で中々日本に入って来ず、9割以上バスクで消費されます。 このチャコリは、現地の星付き
レストランでも数多く採用！リンゴやグレープフルーツ、トロピカルフルーツなど完熟したさ
まざまな香り。バランスが良く、程よい酸味と苦み、フルーツの香りが余韻長く残り心地良
い1本！（ブドウ品種：オンダラビ・スリ95％/グロ・マンサン5％）
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2,600 円（税抜）

109205583 ドイツ/ロゼ

ドイツのピノを使用した素晴らしきロゼワイン！！
ゲオルグ・ブロイヤー ロゼ シュペートブルグンダー
ヴァイスヘルプスト 2014
ドイツワインの聖地ラインガウのリースリング種を使った辛口白ワインがモンラッシェよりも
高価に、そして人気だった時代がある事実を何人の人が知っているだろうか。その復権に真
剣に取り組んだのが、このゲオルグ・ブロイヤー！今ではラインガウのみならず、ドイツを代表
する生産者に数えられます。このロゼワインはシュペートブルグンダー(=ピノ・ノワール)で
造られたしっかり爽やかで華やかなワイン！ヴァイスヘルプストとは単一品種で造られたロゼ
ワインのこと。少し高めの温度12℃～14℃で楽しみたい1本。 3,200 円（税抜）

109103710 スペイン/赤

樹齢25年の古樹から造られる
デイリー・テンプラニーリョ！
ボデガス・クアトロ・ラヤス バクセオス・ホーベン
ルビー色で、縁はキラキラと輝く澄んだ紫色の色調。キイチゴの思わせる強
い香り。ファーストアタックは滑らかでビロードのよう。アルコールと酸のバラ
ンスがよく、角のとれた、丸みのある味わいで、長い余韻が楽しめる。低価格
ながら飲みごたえのある味わい。おすすめのデイリーワインです！（ブドウ品
種：テンプラニーリョ100％）

109103893 イタリア/オレンジ

オレンジ（アンバー）ワインを飲みたいならまずはコレから！！
ダリオ・プリンチッチ
ヴィノ・ビアンコ・ヴェネツィア・ジューリア （2015）
世界的にもオレンジワインの産地として有名になったフリウリ・コッリオ。名立たる生
産者が揃っていますが、その中でもプリンチッチのワインは個性的。レストランを経
営しつつラディコンやグラヴナーのように醸造をしたいと夢を見て、念願のワイナ
リーを設立。長期間果皮を漬ける特殊なワインは、ジュースのようでありながら濃厚
で味わい深く、フワっと広がるアルコールが素晴らしい。人なつっこくて華やかな味
わい。醸造も温度管理をせず自然まかせでノンフィルター。
オレンジワインを試したいのであればまずここから！ 3,300 円（税抜）

②通常価格 2,500 円 →2,300 円（税抜）①通常価格 2,200 円 →2,100 円（税抜）

アメリカ/白

アメリカのソーヴィニヨン・ブランと言えばまず真っ先に思い浮かぶ名作。ダック
ホーンは、カリフォルニアトップのメルロの生産者として君臨し続けているので
すが、ソムリエや業界関係者などプロ向けの試飲会でも絶賛される秀逸な白が
こちら。カリフォルニア産らしいパイナップルやマンゴーのようなトロピカルで豊
かな香りと柔らかな酸味のハーモニーが素晴らしいく、セミヨンとの絶妙なブレ
ンドにより豊かな風味が感じられます！最近は、フードペアリングでも魚介類や
甲殻類との相性がよく、ますます入手困難なワインです！

109206256

再入荷はありません。
ダックホーンのレアな熟成ソーヴィニヨン・ブラン！
ダックホーン ソーヴィニヨン・ブラン 2008

6,000 円（税抜）

1,350 円（税抜）

オーストラリアの名門が造る、お値打ちワイン！！
①ダーレンベルグ オリーブ･グローブ・シャルドネ
②ダーレンベルグ フットボルト・シラーズ

①109206390  ②109206391

1912年に南オーストラリア州のマクラーレン・ヴァイルに本拠地を構えるワイナリ
ー。オーストラリアにおける「ローヌ品種の第一人者」と言われバリューワインからプ
レミアムワインまでを手がけています。シャルドネは、青リンゴのフレッシュな香りに
スパイスと柔らかいローストナッツの風味が縁取り、クリーミーで厚みのある口当た
りです。シラーズは、優しいエレガントな味わいに仕上がっています。黒系果実の甘

みを感じながらも、程良いタンニンが引き締めてくれます。２本とも特別価格でのご提供でお買い得です。

①

南アフリカで最も人気な生産者の一人！
ミックのワインがDM初登場！
①クラヴァン・ワインズ シュナン・ブラン 2017
②クラヴァン・ワインズ ピノ・ノワール 2017

①109206393  ②109202832

オーストラリアで生まれ育ったミック・クラヴァン氏が2014年に設立した南
アフリカの新進気鋭のワイナリー。マーガレットリヴァーで出会った南アフリ
カ人の妻との結婚を機に移住。ライトで、ナチュラルなワイン造りがモット
ー。海岸からたった3kmの所にある畑は、大西洋からの冷たい風が吹くた

め、エレガントであり、病害にも強い。南アの白の大本命シュナン・ブランと伝統的なブルゴーニ
ュの作り手を彷彿させる洗練された色気たっぷりのピノ・ノワール！

②
南アフリカ/①白・②赤

各3,800 円（税抜）

①

チャーミングでありながら、
ふくよかなリッチな味わいのイントゥが遂に登場！
①イントゥ シャルドネ カリフォルニア 2016
②イントゥ カベルネ・ソーヴィニヨン カリフォルニア 2016

①109202877  ②109202880

カリフォルニアのワインで今、その見た目とキャッチーなデザインから、注目を浴び
ている生産者イントゥ。名前の由来は、「～夢中」という意味を持つIntoから由来し、
カリフォルニアワインらしい果実味たっぷりで、リッチでベリー系の果実がたっぷり
とした、味わいもラベルの見た目もカリフォルニアらしさ全開のシャルドネ＆カベル

ネ・ソーヴィニヨンは普段使いにもお勧めの
価格帯でありながら、納得行く味合い！

②
アメリカ/①白・②赤

通常価格 各2,100 円 → 各1,950 円（税抜）

① ② オーストラリア/①白・②赤

1,500 円（税抜）

109900018 チリ/赤

当店社長も大絶賛！ボルドーよりも旨いカベルネ！
サンタ・リタ メダヤ・レアル 
カベルネ・ソーヴィニヨン
創立は1880年。2,300ha以上の広大な自社畑を有する、チリ最大規模のワ
イナリーのひとつです。最先端のワイン製造技術と長い歴史と伝統を融合さ
せた造り世界的にも評価が高い！このキュヴェはとても素晴らしく、グラン・
ヴァンのような円やかな果実味が魅力！黒い果実と土や革にニュアンスがあ
り、高級感のある味わい。ここまで完成度が高いものが2000円台で買える
なんて凄い！満足度200%！必ず
チリワインに目覚める1本です！ 2,125 円（税抜）

109206240 日本/オレンジ泡

ブドウの皮ごと醸したオレンジ仕立てのスパークリング！
深川ワイナリー東京 甲州スパークリング
オレンジ仕立て 2017
飲まれる方々の人生の「ちょっとしたうれしい日」や「日常の中ハレの時間にかたわら
にあるワイン」を目指して立ち上げられた深川ワイナリー。東京にある【都市型ワイ
ナリー】として気軽に行ける、体験できるワイナリーを目指し、下町である深川に設
立。このスパークリングは9月14日に収穫したブドウを翌日除梗＆破砕、すぐに圧搾
せずに醸し発酵を行い、果皮からの成分を十分に抽出。更に瓶内二次発酵によるス
パークリングに仕上げた1本。程よいタンニンを感じつつ、
旨味や苦みも伴った複雑なオレンジ･スパークリング。 2,980 円（税抜）

通常価格 2,800 円 →

ニュージーランド/赤

ニュージーランド最南であり最高の銘醸地であるセントラル・オタゴの偉大な
造り手「マッドハウス」！米国や豪州ですばらしく評価が高く、2011年には、
25000本の中から、1位に選ばれた逸品！このキュヴェはクライム431ヴィン
ヤードの単一畑のブドウのみを使用した上級でありながら、価格は据え置きと
いう、とてもお買い得なピノです！フレンチオーク100％（新樽25％）。熟度も高
く、艶のある味わいは仏１級畑の
ワインに匹敵する、上質なピノ！

109202242

25000本の中で1位に選ばれたNZ最高のピノ！
マッド･ハウス シングル・ヴィンヤード　
セントラルオタゴ ピノ・ノワール 2014

2,400 円（税抜）



② ①

16個入り 各1,500 円（税抜）

35g 1,250 円（税抜）

NEW!
数量限定

※直径22cm

200g 1,800 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！
臭みゼロ！
三元豚の無添加レバーペースト！
平田牧場 三元豚レバーペースト
秋田県庄内地方
にある平田牧場
の代名詞である
三元豚は1974
年から7年もの歳
月をかけ、試行錯
誤の末に3つの純
粋種の長所を掛
け合わせ誕生しま
した。こちらはそ
の三元豚の健康
で新鮮なレバー
に香辛料を加えたレバーペースト。臭みもなく食べや
すいので、レバーが苦手な方にもおすすめ。クラッカー
やバゲットにたっぷりのせてお召し上がりください。マ
ヨネーズを合わせてディップにして野菜スティックと一
緒に食べてもGOOD!当店で何年にも渡り人気を誇
り続けるベストセラー商品。

ミモレットは鮮やかなオレンジ色のチーズ。名前の由来
はミモレ(半分柔らかい)から来ています。二世古チーズ
工房さんの看板商品である「二世古ミモレット」を１２ヶ
月以上熟成したものが「二世古 椛【momiji】」となりま
す。その濃厚な味わいは「からすみ」のよう。日本人の味
覚に合わせ、硬すぎないように仕上がっています。ワイ
ンはもちろん、日本酒とも相性抜群！ 

750mℓ 1,740 円（税抜）

600g 1,870 円（税抜）

100g 550 円（税抜）

100g 1,100 円（税抜）

二世古チーズ工房 椛

評価の高さも納得の美味しさ！！
長期熟成された旨みの凝縮感が最高です

冷蔵品

冷蔵品

ノンカフェイン 有機穀物インスタントコーヒー飲料！
ボッテガ・バーチ 有機穀物コーヒー 
①MIX ②タンポポ
①焙煎した有機大麦や有機麦芽などの穀物で作られ
た100%ナチュラル&オーガニックのコーヒー風飲料。
②有機タンポポに有機スペルト小麦(古代麦)と有機
チコリを加えて焙煎したシンプルでマイルドなコー
ヒー風味飲料。どちらもカフェインを含まないので苦
みや渋みもなく妊娠中の方やお子様
にも安心。ミルクや豆乳を加えてカ
フェオレ風に、お菓子作りの材料に
も。製造工程中の化
学品や添加物の使
用はもちろん、原材
料に乳糖などの動物
性甘味料やコーヒー
フレーバーなどの香
料も一切使用してい
ません。

①304009316 ②304009317

コロンナーラ アイスメリー･ロッソ
有機栽培で育てられたワイン用ブ
ドウ品種で造ったアルコール分
0%のスプマンテ。使用される品種
はヴェルディッキオ、サンジョ
ヴェーゼ、モンテプルチアーノな
ど。どれもマルケ州アンコーナ県
で栽培され、選び抜かれたブドウ
です。味わいは新鮮でデリケート、
バランスの良いほのかな甘さがあ
ります。アルコール分0%でありな
がら、イタリアのスパークリングワ
イン、スプマンテの特質を充分兼
ね備えており、様々なシーンでお
飲みいただけます。安心の有機
JAS認定、EU有機認証商品。

有機JAS認定
安心のノンアルコール･スプマンテ！

イタリア304009982

フィーニ
スティンコ・ディ・プロシュット
スティンコ（豚のすね肉）はエミリア･ロマーニャ州・モ
デナの伝統的な特産品。柔らかな食感を実現するた
め、厳選した豚の後ろ足の
先端部分のすね肉のみを使
用し、食塩で繊細に味付け
しました。既にオーブンで加
熱調理済みなので、約20分
間湯煎するだけでボリュー
ムたっぷりのメインディッ
シュが完成！ジャガイモや香
草などを付け合せにすると
見た目にも豪華に。真空
パック包装なので肉の品質
と味の変化を防ぎ、冷蔵で
なく常温保存が可能で賞味
期限も約2年と長く、保存
食としても最適。

温めるだけでインパクト大の
メインディッシュが完成！

イタリア304009550

①1,100 円（税抜）  ②1,500 円（税抜）

①100g 840 円（税抜）  ②50g 620 円（税抜）

「美食女子グランプリ」受賞！
とろりと濃厚な美味しさにウットリ

世界中から厳選した良品
のナッツを焙煎職人が丁寧
に仕上げ、鳥取県大山産の
桃花蜂蜜とハンガリー産の
アカシア蜂蜜をブレンドし
たものに、漬け込みました。
ブレンドによってバランス
のよい濃度のお味に仕上
がっています。また、「美食
女子グランプリ」を受賞し
た経歴も持っています！その
ままはもちろん、バニラアイ
スにかけたりヨーグルトと
合わせても。特にオススメ
は少し強めのブルーチーズ
に添えて！いくらでもワイン
が飲めてしまいます！包装も
可愛らしく、プレゼントにし
ても喜ばれますよ。

304009298

ポーランド

307002220 日本/北海道

304009210 日本

長野県東郷市にある｢アトリエ・ド・フロマージュ｣はジャ
パン・チーズ・アワードで金賞を得るほど評価が高く、お
いしいチーズを作るチーズ工房です。だからこそ、この
ピッツアも超薄生地でチーズの美味しさをかみ締める
ことができるよう作られています。“素材と”と“手づく
り”にこだわる事で繊細かつナチュラルな優しい味を実
現。久しぶりに食べて改めておいしいなぁと実感！ぜひ
一度お試しください。

アトリエ・ド・フロマージュ
①マルゲリータ
②クワトロピッツア

チーズの美味しさは格別！！
チーズ工房だからできるチーズを楽しむピザ。

①307001862 ②307001863 日本/長野

CacaodiVine ワインバイツ
①ピノ・ノワール
②カベルネ・ソーヴィニヨン
ポルトガル産のワインを包んだ大人向けのチョコレー
ト。ハンドメイドで3日ほどかけて作られるチョコレート
はワインの香りや味
わいを再現した奥
行きのある味わい
です。全世界の約
55%の生産量を誇
るポルトガルの特産
品コルクの丸い
コースターを使った
パッケージがユニー
クで贈り物にオスス
メです！！

ワインを食べる、チョコレート。
ポルトガルの人気ワインの風味を
チョコレートの中に表現しました。

ポルトガル①307002235 ②307002236

純胡椒 MY HONEY ナッツの蜂蜜漬け
「純胡椒」は、乾燥させていない柔らかい胡椒の実で
す。自然環境の素晴らしい、インドネシアのカリマンタ
ン島で収穫した胡椒の実をその日のうちに、そのまま
塩漬けにしました。胡椒の実はまるで小さな葡萄の房
のような愛らしい姿をしています。その房から一粒
取って噛み締めると…鮮烈なスパイスの爽やかさと
旨味があふれ出てきます！お肉、お魚、チーズ、様々な
お料理のアクセントに是非添えて下さい。塩味が効い
ているのでおにぎりの具にしても新たな美味しさと好
評です。

柔らかい「胡椒の実」、
鮮烈なスパイスの旨味と爽やかさ！

304009773冷凍品 日本 日本
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125g ①②1,680 円（税抜）  ③④⑤1,990 円（税抜）  ⑥2,780 円（税抜）

1,180 円（税抜）

各980 円（税抜）

9,000 円（税抜） 1,900 円（税抜）

450 円（税抜）

1,740 円（税抜）

10％OFF

特別価格

20％OFF
注目の雑貨グッズのご案内♪注目の雑貨グッズのご案内♪

※サイズ：W120×D110×H400mm
　素材：不織布＋発泡材＋アルミ

※折り畳み時のサイズ：W350×D300×H290mm
　広げたサイズ：ショルダー含むH650～1100mm ※生産国:日本／高さ:135mm／口径:44mm／容量:180cc 

※サイズ：21.5×6

※高さ：248mm／口径：52mm／最大径：74mm／容量：305mℓ

くま好きならすごく欲し～いデザインの魔法瓶。イン
テリアにも一役買ってくれ、お茶の時間が今まで以上
に癒されそう！ヘリオスは1909年創業のドイツの老
舗魔法瓶メーカーです。100年以上に渡り愛されて
いるドイツのメーカー『Helios』。温度をキープしてく
れる魔法瓶
は季節を問
わず大活躍！
中瓶はガラス
製なので、ス
テンレス製に
比べて臭い
移りしにくい
のも特徴。

①サーモベアブラウン407001605 ②サーモベアホワイト407000956

テーブルにあると癒される！可愛いポット
HERIOS
サーモベアポット

404000214

少しずつ暖かくなってきた春には
欠かせない保冷グッズ！

当店の大人気保冷
バッグ！マジック
テープで密閉し保
冷機能も問題なし
と評判。最近恵比
寿界隈で見かける
ことが増えてきた
との情報もありま
す！何度でもご利用
頂けますし、不織布
なのでコンパクト
に収納可能！リピー
ターがとても多い
商品です。

オリジナル保冷バッグ

①407001643 ②407001644 ③407001645

ポップなデザインがおしゃれな
ソムリエナイフ！

雑貨好きにはたまらない可愛いデザインのソムリエナ
イフが数量限定で入荷しました！平たいボディはにぎ
りやすく、ダブルフック仕様。ソムリエナイフとしての
機能も十分です。

HATTRICK コルクスクリュー

403002271

開くと大きなバラが飛び出します

カードを広げると大きな薔薇がいっぱいに広がるポッ
プアップカード。メッセージを添えればそれだけで素
敵なギフトに！数年間
お取り扱いのあるカー
ドですが、隠れファン
も多い商品です。
縦21.5cmx横11cm

ポップアップメッセージカード

403002593

行楽シーズン！フレンチテイストの
籐カゴプリントの大注目！

２リットルのペットボトルが６本入る大容量保冷バッグ♪
４人分の食器やカトラリーがセットになっています。お
皿、カップは落としても割れにくい
素材（ポリスチレン製）で安心。使
わない時は折り畳んでコンパクト
に。春を探しにお出かけに行きたく
なる便利でおしゃれなバッグです。

バカンスクーラー食器付
ピクニックバスケット

402002689

感度の高いお客様の中で流行中!?
ワインにも日本酒にも！

このワインカラフェは
木村硝子店がソムリエ
や料理人からリクエス
トを受け、薄さと機能
性を求めた“ピーボ 
オーソドックス”シリー
ズの卓上にすっきり収
まるワインカラフェで
す。とても薄く軽いた
め涼しげなデザイン
で、冷酒やシャブリに
使いたいですね。また
少しだけ赤ワインを飲
みたいとき、ワインを酸
素に触れさせたいとき
にも活用してみては??

ピーボ ワインカラフェ180

404000243

回してウィングを降ろすだけ！
スタッフも驚くアウトレット価格！

最近では様々なコルク開けが
ありますが、不動の人気を誇
るのがこの“ウィング型”と言
われているタイプです。ボトル
入り口に本体を装着し、スク
リューを回すと両端にある
“羽”が上がります。その羽を
下ろすと抜栓できます！簡易に
コルクを開けたい方やソムリ
エナイフが苦手な方にお勧め
です！

バキュバン ウィング
スクリューオープナー

ドイツ

ぜひ使って頂きたいから特別価格！
ハンドメイドワイングラスが
サプライズセール！

ドイツの名門グラスメーカー“ツ
ヴィーゼル1872”は1872年か
ら続く歴史に敬意を払い、全て
ハンドメイドで製造するトップシ
リーズ！比較的丸いデザインの
♯109594は見れば納得の美
しい形状です。ふっくらと膨らむ
コクのあるシャンパーニュに特
におすすめ。グラスのボウル底
にある綺麗な泡立ちを作る発泡
ポイントも手作業で丁寧に職人
の下で刻印されています。

ZWIESEL1872
エノテカ シャンパン
EP109594

402002237

通常価格 各4,800 円 →各4,320 円（税抜）

通常価格 6,000 円 →5,400 円（税抜）

通常価格 980 円 →600 円（税抜）

ドイツ

お手軽ミートハンマー！ドイツ製
便利グッズがお料理の幅を広げます！

1956年ドイツ
で生まれたウエ
ストマークのこ
だわりは自社工
場を持ち、確か
な品質が多くの
料理人や主婦
の方をキッチン
でサポートして
います！今回新
入荷したミート
ハンマーSは家
庭用サイズで1
台で2つのハンマーを兼ね備えます。料理をしている
と“もっと引き伸ばして調理したい…”“このままでは
火の通りが悪そう”と思ったときはぜひご活用下さい！
お料理の幅が広がりますよ♪

ミートハンマーS

407001642

ドイツ
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今欲しい、
スタッフオススメの
商品はコチラ！！

ポーディオという区画はダミアーノ
公爵が農園主にブドウ畑の手入れ
をさせていた1467年より存在。当
時、敷地内の収穫量の半分が城へ
収められる中、この区画は領主のみ
が手に入れることが出来たと歴史
書に記載されているほどの銘醸
地。ドライフラワー、果実やバニラ
の香りで、上品かつ華やかで柔らか
い風味。最低6ヶ月間の木樽熟成、
4ヶ月間の瓶熟成。（ブドウ品種：
ネッビオーロ/バルベーラ）

ドイツガイド誌「Eichelmann」5
つ星の生産者であり、2010年に
ドイツN o . 1 の称号「 B E S T E 
ROTWIENKOLLEKTION」にも選
出された紛れも無いドイツ赤ワイン
界のトップ生産者！ドイツ最高のシュ
ペートブルグンダーが産出される
バーデンの中でも優れたエリアであ
るカイザーシュトゥールに位置し、豊
富な日照量と火山性土壌の恩恵に
より、果実味豊かでありながら繊細
なワインを生む。力強く濃密、スパイ
スのニュアンスが感じられる蔵元最
高のこのキュヴェは、アルマン・ル
ソーのピノ･ノワールクローンから生
み出される、特別な1本。

二人前 800 円（税抜）

40g 800 円（税抜）
高さ 161mm／口径 58mm
容量 360cc 

109206333

通常価格 2,500 円 →2,100 円（税抜）

9,500 円（税抜）

通常価格 4,000 円 →3,680 円（税抜）

本数限定価格！

期間限定商品

4,000 円（税抜）

8,400 円（税抜）
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フランツ・ケラー　
シュペートブルグンダー　
アイヒベルク　
グローセス・ゲヴェックス 2015

アルマン・ルソーのクローンから
生まれるドイツの赤！

109206394

NZ2大名醸地の一つであるセント
ラル・オタゴ。世界で一番南にある
景色が美しい産地！南緯45度の緯
度に位置し、南極からの海流によて
冷気が流れ込むので、寒暖差が激
しく、凝縮感と綺麗な酸味を兼ね揃
えています。そんな、産地で、古くか
ら入植し挑戦し続けているのが、
フェルトン・エロード。若き天才醸造
家ブレア・ウォルター氏が「自然の
力」を活かし、天然酵母で清澄、ろ
過も最小限。なかなか入荷のないこ
のロゼは次回以降の入荷は未定な
ので、ニュージーランドワイン好き
の方は是非手に入れてください！

フェルトン・ロード 
ヴァングリ ２０１６

ニュージーランドトップ生産者
フェルトン・ロードが作る
ロゼが初入荷！

フランス/オレンジイタリア/赤

ニュージーランド/辛口ロゼ

307002230

古代アステカ族の
レシピをもとに作ら
れる、伝統的なチョ
コレート。通常チョ
コレートに含まれる
カカオバターが使
われておらず、すっ
きりと特徴のある
口当たりを活かし
つつ、ふんだんなカ
カオとテンパリング
により贅沢な味わ
いに仕上げました。
ザクザクっとした食感や美味しさを味わうには、冷蔵
庫で冷やさずに常温でお召し上がりください。

IL MODICANO
有機モディカ・チョコレート 
クラシック

原材料はカカオとシュガーのみ。
ザクザクとした食感が
クセになるチョコレート

イタリア

402003374

Kojitani travelwineglass

世界の麹谷氏デザインの
トラベラーグラス！

ハンガリー

クレマンの為に完璧と思われるブド
ウだけ収穫し、最高のフィネス（繊細
さ）とフレッシュさを演出している。
ブドウはロゼ色を付ける程度に浸
漬した後、圧搾され樽の中で発酵を
行う。12ヶ月間澱とともに寝かせ、
定期的にかきまぜることによってワ
インにふくよかさを与える。瓶内二
次発酵し、最低18ヶ月澱と接触さ
せフレッシュで素晴らしいバランス
となる。是非、一度お試しください！

ミューレ クレマン・ダルザス ロゼ

ボランジェ・ロゼを超えた高評価！
最新版現地ワイン専門誌にて
シャンパーニュ＆スパークリングロゼ部門
第二位獲得！

フランス/泡ロゼ109008855

豚骨や鶏ガラ、魚介などの動物由来成分とアルコール
を不使用。化学調味料･合成着色料･香料･保存料も使
用せず「宗教や慣習を超える」というコンセプトを元に
誕生。野菜とスパイス
を丁寧に炊き上げた、
濃厚でプレミアムな
スープと厳選された麺
の喉ごしが「新しいグ
ローバルラーメン」とし
ての存在感を際立た
せます。パッケージは
侍（武士）として頂点を
極めた、豊臣秀吉の黄
金の茶室がモチーフ。
なんと竹製のお箸も二
膳同梱！英語、中国語、
アラビア語表記で作り
方を記載した紙まで同
封。海外へのお土産は
これで決まり！

侍ラーメン

日本感満載！
海外への手土産はこれで決まり！

307002244 日本

ナチュラルなカラーと重ねた時の佇まいが美しい日本
製のプレート。和洋中さまざまな料理に合わせやすいよ
う、ボールは浅め、プレートはリムを立ち上げた少し深
めの形状。パスタはもちろん前菜盛り合わせやメイン料
理にも！使いがってが良く、毎日お気軽に使用できます。
Φ23xH35mm

LINEAパスタプレート 23cm

光沢感が美しいハンドメイドの
日本製パスタプレート

407001635 日本

109203905

２０１５年設立。コート・デュ・ローヌ地
方アルデッシュ地区の新星マス・ド・
レスカリダ。オクシタン語で“運命の
家”を意味するドメーヌ。ラベルには
「mis en bouteille avec Amour」
（愛情と共に瓶詰め）と記載しテロ
ワールを表現した衝撃のオレンジワ
インが登場！オクシタン語で“一番き
れい”を意味しヴィオニエ種を全房
のままSO2無添加で醸造！オレンジ
ワイン的なニュアンスを兼ね備えた
衝撃の１本。

マス・ド・レスカリダ
ラ・マイ・ポリダ ２０１６

生産本数僅か300本！
愛情溢れる本気の
オレンジ・ヴァン・ナチュール！カレッタ ポーディオ

ランゲ・ネッビオーロ 2016

500年以上の老舗が造る
お手頃ランゲ・ネッビオーロ！

3,500 円（税抜）

1,600 円（税抜）

ドイツ/赤

日本が誇るクリエイター麹谷宏氏がデザインしたトラ
ベラーズ・グラスはバイヤーが何度もオーダーしたもの
の品薄でなかなか
入荷出来なかった逸
品です。紙管ケース
でグラス滑り止め
シート付き、台座が
大きいので旅先の
車内などでも安心し
てご利用頂けます。
泡から赤まで守備範
囲の広いグラスも特
筆すべき点の一つ
です。


