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各種数量限定新入荷

会計時にこのクーポン券をご持参いただいた方に限り、
赤ワインを全品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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本数限定

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

２０１８年日本のメディアで大々的に紹介され、市場から一瞬でその姿
を消したブルゴーニュを代表する天才日本人醸造家仲田晃司氏のワ
インが各種数量限定新入荷。２０００年７月７日設立。「いつか自分の手
でワインを造ってみたい」という夢を抱き１９９５年単身渡仏ルー・デュ
モン設立。仲田晃司氏渾身の2015年がリリース。早期完売が予想さ
れますので気になる方はお早めに。

ルー・デュモン ２０１５ 各種新入荷

ブルゴーニュで活躍する
天才日本人醸造家“ルー・デュモン2015”
各種数量限定新入荷しました！

イタリア/赤109206533

フランス/赤・白･泡

「ヴェネト州の至宝」の誉れ高きジュゼッペ・クインタレッリのもとで10年修業したあとに
ワインコンサルタントとして活躍していたチェレスティーナ・ガスパーリと、パートナーの
フランチェスコ・パリージとともに立ち上げたワイナリー。野生の赤い果実やチェリーの
コンフィのような香りが濃厚。ココア、バニラ、シナモンのスパイス香と、バルサム系の
香りが非常に魅力的。「カイロス」はギリシャ語で「適切な」「便利な」「適時の」の意味。
(ブドウ品種：ヴェローナ州土着品種15種類以上）

アジエンダ・アグリコーラ・ジーメ カイロス I.G.T. 2010
ヴェローナの高級感漂う濃密な赤ワイン！

109206598

2007年にナパの南西部に位置するマウント・ヴィーダーで設立された今ナパで最も注
目される作り手の一人。ジャクソン・ファミリーの中でも最高級レンジのワイナリーで、
ワインメーカーは、ナパの山岳地帯のワインのスペシャリストと称されるクリス・カーペ
ンターが舵をとっています。マウント・ヴィーダーは、霧の影響を受けず、陽射しを十分に
浴びつつも、気温が上がり過ぎないという局所的に恵まれた地域なので、凝縮感とエ
レガントさを兼ね揃えたカベルネです。仏樽19ヶ月熟成。（新樽比率89%）当店入荷は
僅か12本。

マウント・ブレーヴ カベルネ・ソーヴィニヨン 
ナパ・ヴァレー マウント・ヴィーダー 2014

日本に僅か120本という、
今注目のナパカベが遂に入荷！

アメリカ/赤

    

14,400 円（税抜）

15,000 円（税抜）

2,700～26,000 円（税抜）

WINE MARKETPARTY
ネットショップ

ゴールデン・ワイン・ウィーク！
この時にしか飲めない特別なワインを！！
毎年ゴールデン・ウィークに行っている試飲会はいつもよりも高価、も
しくはレアな特別なワインを楽しんでいただいています！今年も3日～
6日までの4日間、フランスやイタリア、ニューワールドを含め、特別な
ワインをご用意して、皆様のご来店をお待ちしております！詳しくはHP
にて！！予約必須です！！

5/3(木・祝)～5/6(日) 13：00～18：00

リーデル 
グラスセミナー
シャンパーニュ編
【参加費：9,800円（税抜）】
“シャンパーニュはフルート・グラスで飲む!”というお客様が
多いと思いますが、今回のセミナーではシャンパーニュ・グ
ラスの固定概念、飲み方が180度変わります！シャンパー
ニュはテタンジェ使用！世界のリーデルが今、1番推奨する
グラスを2脚お持ち帰り頂けるスペシャル・セミナーをお見
逃しなく！

6/3(日) 14：00～15：30

WINE MARKET PARTY最大のイベント！
60種類以上のワインが試飲できる
「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、恵比寿ガーデンルー
ムにて大試飲会を行います！！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！会費は事前予約で5,000
円（税込）、当日は6,000円（税込）となります。別途特別な有料試飲な
どもご用意し、食品のインポーターや面白い雑貨のインポーターさん
にも来ていただきます。詳しくはHPやfacebookにて載せていきます
ので、チェックしておいてください！

5/19(土) 14：00～16：30
赤ワイン全品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

4/29(日) 13：00～18：00
シャンパーニュ、アンリオ社の最高級キュヴェ、
アンシャンテルール1998年、2000年比較試飲！
ラ・ヴィネ時代から10年以上、シャンパーニュ“しか”買いに来ないマニアッ
クなお客様がおり、先日『最終的に“今”辿り着いているシャンパーニュ･メ
ゾンは誰ですか？』と聞いたところ、「大手メゾンならアンリオ、かな。」と
返ってきました！と、言う訳で、その理由を確かめたく、トップキュヴェのアン
シャンテルールを垂直試飲します！2杯セットで2,500円(税込)です！
　
4/30(月・祝) 13：00～18：00
イタリア最高峰バローロ！『ジャコモ・コンテルノ 3種試飲』
イタリア・ピエモンテ州のクラシック・バローロの最高峰の１つ『ジャコモ・コ
ンテルノ』。“王のワイン”とも言われるバローロの中でもさらに最上級とも
言えるジャコモ・コンテルノのバルベーラ・ダルヴァ2014、バローロ・チェレッ
タ2011、バローロ・カッシーナ・フランチャ2005の3種類をゆっくりお楽しみ
いただけます。最高のバローロを味わえるチャンス！ぜひお見逃しなく！！
　
5/3(木・祝) 13：00～18：00
世界一のフランスローヌ・ワイン対決！
ポール・ジャブレ・エネVSドメーヌ・ジャン・ルイ・シャーヴ！
ゴールデン・ワイン・ウィーク初日はなんと！！20世紀最高のワインのひとつ
「ラ・シャペル」を生み出したコート・デュ・ローヌの名門中の名門ポール・ジャ
ブレ・エネのエルミタージュ ラ・シャペル1997年VS北ローヌの絶対的王者
ドメーヌ・ジャン・ルイ・シャーヴのフラグシップアイテムエルミタージュ・ブラ
ン2009年。飲み頃に差し掛かった1997年、最高のヴィンテージとなった
2009年の実力は如何に！？市場にはもう残っていない、スペシャル試飲！
　
5/4(金) 13：00～18：00
カリフォルニアの至宝キスラーの単一畑のシャルドネ水平試飲！
カリフォルニアで最も有名であり最高峰のシャルドネの生産者キスラーの熟成し
たシャルドネの水平試飲を行います。今回の試飲の為にバイヤーが数ヶ月にわた
り探し出した単一畑「ヴァイン・ヒル・ヴィンヤード」を４ヴィンテージ飲み比べてい
ただきます。カリフォルニアにはヴィンテージは関係ない！？そんな事はありませ
ん、是非、味わいを体験していただきたいと思います。4杯セットで5,000円。
　　
5/5(土・祝) 13：00～18：00
サッシカイア 1996 vs ルーチェ 2000 トスカーナ熟成対決！
イタリア・トスカーナの中でも間違いなくトップに君臨する２つの生産者
『サッシカイア』と『ルーチェ・デッラ・ヴィーテ』。カベルネ・ソーヴィニヨン＆
カベルネ・フランのサッシカイアに対して、メルロー＆サンジョヴェーゼの
ルーチェ、一体それぞれどんな熟成をするのでしょうか？たっぷりとその熟
成能力をお楽しみいただけます。詳しくはホームページをご覧ください！
　
5/6(日) 13：00～18：00
ジャック・セロスのリュー・ディシリーズ2種類飲み比べ！！
今やなかなか手が届かない高嶺の花となってしまったジャック・セロス。こ
の生産者から始まったと言っても過言ではないリュー・ディ(単一区画)シ
リーズは、村や土地、区画を気にしながら飲むワインファンにとっては革
新的でした。今回はアンボネのル・ブー・デュ・クロとメニル・シュール・オ
ジェのレ・キャレルの2種類を飲み比べしていただきます！2杯セットで
6,000円(税込)、高額ですが一飲の価値あり、です！

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。

60種類以上のワインが楽しめる
PARTY'S PARTY 2018！ご予約受付中です！

限定

12本

●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。

有効期間：2018年4月28日（土）～
5月27日(日）まで
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限定12本
限定36本のみ

NEW!

3,100 円（税抜）

2,900 円（税抜） 13,000 円（税抜）

旅のお供にぜひ！
折り畳み時：Ｗ330×D270×H360ｍｍ
本体：約1.9kg

幅14.5×奥行19×高さ4cm(たたんだ状態)
保冷剤を6時間以上凍らせてからご利用ください。

人気商品のコンパクトモデル！
細部に女性製作者のこだわりが満載☆

当店でも大人気のワイン・日本酒に特化したワイン
バッグ“ボトル・フライヤー”から6本用のコンパクト
サイズが登場！カラーも目を引くワインレッドでが
かっこいい！6本用はキャスターが無い分、使用でき
るシーンが増えますます活躍してくれます！

ボトルフライヤー 
プールグラン・クリュ6本用

402003386

大勢集まるパーティーで大活躍！
目にも美しい紙の器 アウトドアにも大活躍！氷を使わず

スタイリッシュに冷やせるワインクーラーです
BBQや屋外パーティーが楽しくなる季節には、大量
に揃えられる軽い紙製のお皿が必須ですね！そんな
シーンにぴったりのWASARAは生成りに近いあた
たかみのある白色、持つ人の事を考えてつけられた
カーブは美しく、試食会などの軽い場面でも見栄え
良く提供できます。紙
製ですがしっかりコー
ティングがされている
のでオリーブオイルを
使った一品なども安
心してお乗せいただ
けます。お皿、カップと
もに6枚セット～。

WASARA/紙のお皿、カップ

①角中403002000 ②丸大403002783 ③オチョコ403002524 ④ワインカップ403002236

自然派生産者として注目を集めるアルザスの造り手マルク・テンペ
（ゴーミヨー４ツ星生産者）。ドメーヌ・ヘビンガーがノン・ドサージュ、サ
ンスフル(酸化防止剤無添加)で醸造したヴィンテージ・クレマン。３９ヶ
月以上の長期瓶内熟成による贅沢な仕上がり。フレッシュフルーツの
贅沢なアロマ、青林檎やキレのあるシャープな味わい。複雑に絡みあ
う葡萄品種本来の個性が一層贅沢な印象を強く位置づける最高級ク
レマンです！

セレクショネ・パー・マルク・テンペ 
クレマン・ダルザス ル・トレーズ（２０１３）

フランス/泡白 イタリア/泡白

酸化防止剤無添加で造られた自然派クレマン！
プレゼントにもピッタリのラベルです♪
酸化防止剤無添加で造られた自然派クレマン！
プレゼントにもピッタリのラベルです♪

109102074

１９９３年設立。ニコラ・ジョリーやマルク・
アンジェリらと出会い今やアルザスのビ
オディナミストと呼ばれる専門誌ゴー・
ミヨにて4ツ星の評価を受けPP100点
満点を獲得した話題の生産者。様々な
葡萄をブレンドすることから生まれたア
リアンスは「協力」「結婚指輪」などとい
う意味で葡萄が仲睦まじくという心を
込めて命名。まさに華やかで芳醇な香り
が全開の大人気ワイン。２０１５年ヴィン
テージは猛暑の影響で収量が低く、例
年より少ない入荷本数です。お早めに。

ドメーヌ・マルク・テンペ 
アリアンス ２０１５

フランス/白

今年のアリアンスも凄い！
３６本数量限定入荷しました！！
今年のアリアンスも凄い！
３６本数量限定入荷しました！！

109204481

「こんな商品があったらいいな」と長年探し求めていたものを遂に発見しました！原
木からカットしたての生ハムをご家庭で簡単に味わえる時が来たのです。肉好きの
多い当店スタッフも大喜び。バルなどにある通常サイズの生ハムの原木は約5～
8kgですが、この原木は1kgのミニサイズなのでご家庭やアウトドアでも大丈夫。し
かも専用ホルダーと簡易ナイフ
付き！一回で使い切らなくても
ラップをして冷蔵庫で保管出来
ます。スライスした生ハムは常温
で20～30分ほど置いてから食
べると脂が馴染み、より美味しく
なりますよ。

エスプーニャ ミニ･ハモン
遂に見つけました！ご家庭がバルに早変わり！遂に見つけました！ご家庭がバルに早変わり！

304009999

通常価格 1,550 円 →1,480 円（税抜）

1,800 円（税抜）

「伊勢エビ」がトレードマークの大人気ワインのスパークリングが
新登場！！伊勢エビはイタリア語で「アラゴスタ」と呼ばれ、サル
ディーニャ島の名物料理として愛されています。色調は淡い麦わ
らイエロー、青リンゴのような爽やかに加え、そよ風のようにナッ
ツが香ります。ヴェルメンティーノ１００％も珍しい！辛口ですが柔ら
かさもあり、リゾート地で羽を伸ばしているような軽い気持ちにさ
せてくれる爽快な1本！エチケットのとおりシーフード、特に甲殻類
とベストマッチ！！

サンタ･マリア･ラ･パルマ アラゴスタ･
ヴェルメンティーノ・スプマンテ・ブリュット

地中海に浮かぶサルデーニャ島の人気ワイン！地中海に浮かぶサルデーニャ島の人気ワイン！
109206538

カリフォルニアで最も偉大な銘醸畑の一つ
「デュレル・ヴィンヤード」のオーナーと元ウィ
リアム・セリエムの社長兼ワインメーカーが
タッグを組んだカリフォルニアで最も注目さ
れているシャルドネ。設立は、2002年と比較
的新しく、生産量の少なさ故に日本に入荷
はありませんでしたが、今回初入荷。デュレ
ル・ヴィンヤードはキスラーには岩の多い区
画のブドウを売っていましたが、スティックス
は、砂の多い区画もブレンドするので、バラ
ンスも良い。今後、キスラー以上に入手困難
になる事間違いなし。仏樽15ヶ月熟成（新
樽33％）

スリー・スティックス シャルドネ
ロシアン・リヴァー・ヴァレー 
デュレル・ヴィンヤード 2015

アメリカ/白

キスラーの次に注目されるべき生産者！
今のうちに入手して頂きたい極上のシャルドネ！
キスラーの次に注目されるべき生産者！
今のうちに入手して頂きたい極上のシャルドネ！

1092005410

17,800 円（税抜） 2,500 円（税抜）

中の保冷材を冷凍庫に一晩入
れ、保冷カバーに取り付けるだけ！
ボトルにくるっと巻くタイプなの
で、様々なボトル形状に対応でき
ます。繰り返し使えるのでとても
経済的。アウトドアはもちろん、い
つものテーブルにも！落ち着いた
色合いがとてもスタイリッシュで
す。専用箱に入っているので簡単
なギフトにも向いていますよ♪

バキュバン ラピッドアイス　
ワイン チューリップ ブラウン/ブラック

①ブラック4040000232 ②ブラウン404000233 オランダ

モッツアレラ生地の中に、“ストラッチャテッラ”と呼ばれるモッツァレラを細かく裂い
て生クリームと合わせたものが中に入った、繊細なフレッシュチーズ。つるんとした
生地にナイフを入れると、とろりと中身が流れ出し、口に入れるとさっぱりしながら
もリッチでクリーミー。一度食べると忘れられない味
です。ブッラータは賞味期限が非常に短いため、数
年前まで国内ではまずお目にかかれない幻のチーズ
でした。こちらもイタリアから空輸で運ばれてくるた
め賞味期限は少し短めですが、それだけフレッシュで
美味しさは格別！旬の果物と合わせて食べるとレスト
ランのような贅沢すぎる一品になります。

ムルジア ブッラータ
たまらなくクリーミー！！
ジュワっとあふれ出すクリームがやみつきの美味しさ！！
たまらなくクリーミー！！
ジュワっとあふれ出すクリームがやみつきの美味しさ！！

307002166 イタリア

125g 1,180 円（税抜）

6枚、12枚組 500 円（税抜）～

1kg 6,000 円（税抜）

1982年に南島ワイパラで最初のブ
ドウ栽培を初めた家族経営のワイナ
リー。マールボロ地区で４世代に渡り
ワイン造りを行ない、樹齢も30年以
上の古木から造られています。この
スプリングスはセカンドラインなのに
100％自社畑のブドウを使用！ワイパ
ラのピノ・ノワールは黒系果実のよう
な熟したスタイルで、程よい酸味と
チャーミングなアロマが特徴的です！
美味しいピノがこの価格で手に入る
のならとても素晴らしい！当店最安値
のNZピノ・ノワールなので、まとめ買
いにもピッタリです！

ザ・スプリングス ワイパラ・ヴァレー
ピノ・ノワール 2016

ニュージーランド/赤

この価格で完熟したピノが
味わえるなんて！
この価格で完熟したピノが
味わえるなんて！

109200642

冷蔵品スペイン 冷蔵品

新入荷
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季節商品のご案内♪季節商品のご案内♪



日本フランス 冷蔵品

15%OFF新生活応援セール！ 受験生応援セール！

通常価格 3,300 円 →2,100 円（税抜） 通常価格 4,000 円 →3,500 円（税抜）

偉大な２０１３年！３６本限定！

数量限定特別価格
しっとりと美味しい、キメ細かく柔らかい、
飲み頃に差し掛かったボルドーは
いかがでしょうか？

しっとりと美味しい、キメ細かく柔らかい、
飲み頃に差し掛かったボルドーは
いかがでしょうか？

メドックの中心地マルゴーとムーリの間
に位置する畑で「シャトー・メール」は３００
年以上ワインを造り続けています。１８７
６年にアヴァンサン付近に最良の畑を
17ｈａ所有し最も成長著しい生産者と
評され、１９３２年の格付においてクリュ・
ブルジョワ・クラスとなりました。バラン
スの取れた2006年は深い色合い。熟し
たフルーツに西洋杉や檜、スパイスの上
品な香り。タンニンはしっかりとあるが
練れてきており、まろやかさを感じる。今
飲んで素晴らしいボルドーが入荷！

109100712

シャトー・メール ２００６

出会えたこの奇跡に感謝。
心に染み渡る珍しい本当のサヴォワワイン
出会えたこの奇跡に感謝。
心に染み渡る珍しい本当のサヴォワワイン

フランス/白フランス/赤

２０１１年初リリース。僅か1.2ha程の葡
萄畑から極少量の僅かな本数のみリ
リースする奇跡のワイン。サヴォワ地方
の伝統を今に復活させる大きな一歩で
あることに間違いない。金木犀、木の
根、蜂蜜、紅茶キャンディなどミネラリー
な重層的な風味豊かで、エレガントな香
りが口中に広がる。まろやかさと引き締
まった酸味が食欲をそそる味わい。鶏
のクリーム煮や鱒のアーモンドクリーム
ソースに最高。

109206553

リュック・ボエ
アルテス・アン・パラディ ２０１３

通常価格 4,700 円 →4,300 円（税抜） 通常価格 3,400 円 →3,200 円（税抜）

通常価格 2,300 円 →1,955 円（税抜）

通常価格 各1,500 円 →各1,250 円（税抜）

グランジが延長線に見える、ペンフォールズの極み！グランジが延長線に見える、ペンフォールズの極み！
オーストラリア/赤

1844年にイギリスから移住したクリストファー・ローソン・ペン
フォールズ博士がアデレード郊外のマークギルに診療所を設立
したのが始まり！当時は酒精強化ワインを医療用にと造っていま
したが、49年に伝説のワインメーカー「マックス・シューバート」
が就任し、グランジを産み出した事により世界中に知られる様
になりました。ビン8は伝統的なブレンドをモダン造った芸術品！
カベルネの骨格にシラーズの酸と果実がを添えて素晴らしい仕
上がり！オーストラリアを代表するオーストラリア・ブレンド！

109200761

ペンフォールズ ビン８ 
カベルネ・シラーズ

4,000円台のナパ・ヴァレーでバイヤーが一押しする
日本初入荷で偉大な2013年の良いとこ尽くしなカベルネ！
4,000円台のナパ・ヴァレーでバイヤーが一押しする
日本初入荷で偉大な2013年の良いとこ尽くしなカベルネ！

アメリカ/赤

ロシアン・リヴァー出身のトラヴィスとUK出身のキャサリン夫婦が2009年
から作り始めたワイン。現在は、オークノールの自宅に隣接した3haの自社
畑とナパ・ヴァレー各地から調達したブドウで、ナパらしい力強く、骨格の
しっかりとしたワインを生み出しています。主に、エレガントなオークノール
と華やかなカリストーガ、強靭なタンニンのハウエル・マウンテンの3つエリ
アからブレンド。黒系果実、ココナッツ、胡椒などのニュアンスに豊潤な果
実味と柔らかさが広がる気品溢れる味わい。仏樽89％（新樽19％）米樽
11％（新樽100％）

109206508

エクスペリエンス カベルネ・ソーヴィニヨン 
ナパ・ヴァレー 2０１３

世界初！オーガニック認定のノン・アルコールワイン！世界初！オーガニック認定のノン・アルコールワイン！

2017年のノーベル賞授賞式晩餐会にて初のノン・アルコー
ルワインとして選ばれた逸品です。ラングドックのワイナリー
発！無発酵で、アルコールは0.0%。保存料、二酸化硫黄無添
加。カロリーはワインの1/3と低カロリーですが、ワインが持
つ体に良い成分のポリフェノールはしっかりと抽出していま
す。ブドウの豊かな果実味、フレッシュさが感じられ、白・赤・ス
パークリングと3種類揃えておりますので、3種の違いもぜひ
お試しください♪

301009020

オピア オーガニック･ノンアルコール 
①シャルドネ ②カベルネ･ソーヴィニヨン
③シャルドネ･スパークリング

お得用サイズがうれしい！
ひと口サイズのスモークチーズ
お得用サイズがうれしい！
ひと口サイズのスモークチーズ

山桜のチップを使用した本格派スモー
クチーズ。食べやすいように個包装さ
れています。そのままおつまみとしては
もちろん、軽く焼いて食べると香ばし
い風味が増し、中はトロっと溶けて、さ
らに美味しくなります。お子様も食べや
すい味わいなので、バーベキューやピ
クニックなど行楽シーズンに一袋ある
と大変便利です！

①304100005 ②304100006 ③304100007

ロイヤル プチ スモーク

テンプラニーリョ100％の旨味！
スペインの注目ヴァン・ナチュール！
テンプラニーリョ100％の旨味！
スペインの注目ヴァン・ナチュール！

野生酵母のみでステンレスタンク発酵。
無濾過＆無清澄で、SO2無添加にて瓶
詰め。自然なテンプラニーリョの美味し
さを完全に表現しています。熟したベ
リーにスミレ、ハーブのアロマ。非常に
滑らかな口当たりで瑞々しいミネラル
を伴う落ち着いて安定した果実味。
ハーブやペッパーのようなスパイスの
要素もあり、全体的にやわらかくエレガ
ントな仕上がり。おすすめの自然派ワイ
ンです！

109206408

ラモン・サーベドラ
カウソン レッド・ワイン 2015

通常価格 4,000 円 →3,500 円（税抜）

スペイン/赤

420g 通常価格 2,070 円 →1,552 円（税抜）

①通常価格 4,700 円 →4,230 円（税抜）
②通常価格 9,000 円 →8,100 円（税抜）

①通常価格 3,500 円 →3,150 円（税抜）
②通常価格 4,200 円 →3,780 円（税抜）

割れない素材が嬉しい！
密閉性が高く横にしても安心です
割れない素材が嬉しい！
密閉性が高く横にしても安心です

気温が上がってくるこの
時期！アイスコーヒーも
飲みたくなりませんか…
コーヒーラバーから人気
の高いメーカーKINTO
のシンプルなコーヒー
ジャグ。AS樹脂製で割
れる心配がなく気兼ね
なく使用できます。ゴム
パッキンにより密閉性も
高く、冷蔵庫で横にして
も漏れません！

KINTO
PLUG アイスコーヒージャグ

407001252

春はスパークリングが美味しい！
新たな趣味にミュズレ収集はいかがですか？
春はスパークリングが美味しい！
新たな趣味にミュズレ収集はいかがですか？

ミュズレ（スパークリングワインの金属
製の留め具）は実は現地では熱烈なコ
レクターが存在する、奥深きマニアッ
クな世界なのです。シャンパーニュ好
きはミュズレを集めている方が多く、
当店でも
人気商品

の1つ！今回はスタンダー
トな２４個用と少し大きめ
なサイズをセール価格で
ご案内！インテリアからギ
フトまでお勧めです！

①ミュズレボート 24個
②ドイツ製ミュズレボート 60個

①402001214 ②402002798

今年のソムリエ試験も応援します！
試験対策グッズはＰＡＲＴＹにおまかせ！
今年のソムリエ試験も応援します！
試験対策グッズはＰＡＲＴＹにおまかせ！

毎年、多くのドラマを生むワインエキス
パートとソムリエのワイン呼称資格試
験。当店にも多くの受験生のお客様が
毎年ご来店頂いています。試験の内容
も年々様々な変化があり、受験生は毎
年必死に勉強する必要があります。ＰＡ
ＲＴＹスタッフはそんな受験生を全力で
応援！2次試験に最適なテイスティング
グラスは6脚セットで10％オフ！パニエ
もお買い得となっています！この機会に
ぜひご検討ださい！

①シルバーパニエ
②国際テイスティンググラスセット
　6脚セット割引

①402002366 ②500300233

オーガニック

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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フランス/白109205748

109206510 フランス/赤

飲み頃を迎えた
クリュ・ブルジョワ・シュペリュール新入荷
シャトー・モーカン 2002

日本初入荷！美しきヴーヴレの世界感！
ジャン・マルク・ジレ ヴーヴレー
キュヴェ・パトリモワンヌ 2011
1914年創設。ロワール地方主要都市トゥールに程近いパルセ・メスレーとい
う小さな村でドメーヌを設立し５世代に渡り伝統的なワイン造りを継承してい
る。シレックス土壌に植わるドメーヌ最古の平均樹齢60年以上の葡萄を使用
した完全辛口ヴーヴレ・セック。贅沢にも樽発酵後12ヶ月澱と共に熟成され、
白桃やアカシア、柑橘類のアロマなど、複雑で柔らかい上品なスタイル。日本
初入荷の限定品です！

本数限定！

世界40カ国以上で大絶賛！50万ケースの生産量を誇るレ・ジャメルの
造るバラエタルワイン。国際的なコンクールや専門誌で賞賛され続け
ているトップ・ブランドであり、当店でも10年近く大人気のワイン。南仏
らしい太陽をいっぱいに浴びた果実の味わいは、普段ワインを飲まない
方が飲んでも純粋に「美味しい」と言えるもの。この価格でこのコスパ、

毎月ランキングに乗るのも納得です。

イタリア/赤109206531

イタリア/白

存在感ある個性的なボトル！？ 甘美な微発泡甘口ワイン！！
テヌータ・イル・ファルケット
モスカート・ダスティ 2016
癒しが必要なときには・・・やっぱりモスカート・ダスティ！！ピエモンテ州を代表
する微発泡の甘口ワインです。マスカットの甘酸っぱさと微炭酸が心地よく
爽やかな飲み口。スイスイ飲めてしまいますが、アルコール度数は5％～6％と
低めなのが嬉しいです。デザートでアップルパイやマフィンと相性が抜群の
モスカート・ダスティです！写真では判りにくいですがボトルもちょっと他では
あまり見たことがない形状と存在感！ぜひ実物を
見に来てください！

109206540

イタリア/赤

繊細で優雅！癒しの自然派ドルチェット！
SO2無添加のスペシャル・キュヴェ！
プリンチピアーノ・フェルディナンド
ドゥセット 2014

109200236
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ボルドーを代表する銘醸地マルゴー村に程近いマコー村（オー・メドック）に
て”Crus Bourgeois Superieurs”（87シャトー）に認定されメドック公式格
付第五級シャトーCH.カントメルルに隣接する由緒正しきシャトー。16ヶ月以
上長期樽熟成による目の細かいシルキーな舌触り、マルゴー村を連想させる
華やかで上品なアロマ。どこまでも続く長い余韻は本物のボルドーを知る人
なら誰しもが納得する素晴らしい味わい。

ヘヴィー級のプリミティーヴォ！
ヴィニェーティ・ディ・テオ スオロ・ロッソ
プリミティーヴォ・ディ・マンドゥリア D.O.C. 2015
イタリア・プーリア州、サレント地区のサヴァ村に位置。土壌は高濃度の酸化鉄を含む
乾燥した石灰質で、典型的な赤茶色をしています。イオニア海からの風が夜間に畑を
冷却するため、プリミティーヴォのポテンシャルを最大限に発揮！ダークベリーやプラム
の果実味やチョコレートの風味がいっぱい。フレンチとアメリカンオークをミックスして
使用することで複雑でボリュームのある味わいです。牛肉、豚肉の炒め物、ミートボー
ル、ケバブ、ミートソースのパスタ、テリヤキ系料理、カレー（甘口） などなど･･･合わせ
たいお料理がいっぱいあるのもプリミティーヴォの楽しみです。

2,700 円（税抜）通常価格 4,200 円 →

109103480

1971年設立。アルザス屈指の実力と人気を誇る自然派ドメーヌ。彼は誰も手をつけ
ないような急斜面を開墾し、エレガントで力強さもあるワインを生み出します。なだ
らなか東向き斜面の0.74ha。平均樹齢40年。植樹密度6,000本/ha。クリット（水
晶）とは地名。なだらかな東向き斜面で、豊富な鉄分と小石の多い土壌はワインに
複雑さを与える、グラン・クリュ並みに能力のある畑。ライチや薔薇などの大人な雰
囲気漂う妖艶で魅惑的なアロマ。
完成度の高い1本です！

フランス/白

3,800 円（税抜）

特別価格！大人な雰囲気漂う妖艶で魅惑的なアロマ！
ドメーヌ・マルク・クライデンヴァイス
クリット ゲヴュルツトラミネール ２０１４

通常価格 7,000 円 →

109104492

アイ村に本拠地を置くアンリ・ジロー。歴史はルイ13世統治下の1625年まで遡
ることができます。様々な試みを行い、時代に沿ったシャンパーニュを開拓し続
ける精神は当主クロード・ジローの信念によるもの。この「エスプリ・ナチュール」
は、以前の「エスプリ ブリュット」で使用していたステンレスタンクを全て放棄し、
テロワールに拘った逸品。アンリ・ジローの特徴であるアルゴンヌ製の木樽とテ
ラコッタ製の卵型タンクで醸造し、50％のリザーヴワインをブレンドして造られ
た最高のスタンダード！！

フランス/泡白

6,500 円（税抜）

これぞアンリ・ジローの味！アルゴンヌ産の樽を使用した濃厚な1本！
アンリ・ジロー エスプリ ナチュール N.V

フランス/白100101467

１００年以上続く伝統を継承する
注目のドメーヌが新入荷
ドメーヌ・デュ・タリケ タリケ・レゼルヴ
1912年創業。ドメーヌ・デュ・タリケはフランスワインの新興ワイン産地とし
て、世界中で注目を集める南西地方・ガスコーニュの地にて100年以上続く
名門ワイナリー。ヨーロッパの主要空港ＶＩＰラウンジなどでも採用されるなど
世界中のセレブの中で幅広く楽しまれている。各品種毎に6ヶ月以上の樽熟
成を行い、その後主要4品種をブレンド。バニラや桜桃などのエキゾチックで
リッチなテイストが素晴らしい。

2,300 円（税抜）

イタリア/白

唯一無二のロンディネッラ・ビアンコ！？
アジエンダ・アグリコーラ・ジーメ
イル・ビアンコ・フロム・ブラック・トゥ・ホワイト I.G.P. 2015

109206530

1999年、散歩中だった造り手のチェレスティーノ氏は、アマローネやヴァルポ
リチェッラに使われる赤ブドウの品種、「ロンディネッラ」に白い実がなってい
るのに気がつき、2002年にこの新品種ロンディネッラ・ビアンコの増殖に成
功。世界で唯一と言っていい品種の白ワインです。柑橘系とミントやハーブを
ふんわりと包み込んだ味わい。アスパラガスや緑野菜のリゾット、白魚、卵料
理、鶏料理などと合います！ 3,600 円（税抜）

3,500 円（税抜）

109206103 フランス/赤

ボルドーの日本人醸造家、篠原麗雄氏が造る滑らかな赤ワイン！
ル・プティ・レオ 2015
クロ・レオの篠原麗雄が、お隣のバラード氏の畑で育った樹齢30～35年の葡
萄をバラード氏の醸造所で造ったクロ・レオの雰囲気を気楽に楽しめる１本。
伝統品種3品種をステンレスタンクで発酵＆熟成。輝きのある明るい紫色に、
フランボワーズやチェリー、カシスなどの豊かな果実味に心地よい酸味が拡
がり、優しく非常にエレガントな仕上がり。今後動向が注目される日本を代表
するボルドー日本人醸造家！2015年は過去最高の出来！純粋に美味しいボル
ドーです！

109206700 フランス/赤

シャサーニュは赤の銘醸地！本当のピノ好きに飲ませたい1本！
フォンテーヌ・ガニャール
ブルゴーニュ・ルージュ 2015
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。ヴォルネイ、シャサーニュ・モン
ラッシェ村のピノ・ノワールを贅沢に使用した挨拶代わりの看板ワイン。ほの
かに香る程好い高級感漂う樽香。淡く何処と無く懐かしい気持ちにさせてく
れるクラシックな1本。自信を持ってオススメする1本！

通常価格 3,200 円 →

通常価格 2,500 円 →

1,800 円（税抜）

やっぱりランキング上位に名を連ねるコストパフォーマンス抜群の南仏ワイン！
①レ・ジャメル ペイ・ドック ヴィオニエ 2015
②レ・ジャメル ペイ・ドック ピノ・ノワール 2016

①109101529  ②109101527② フランス/①白・②赤①

2,640 円（税抜）

大地、ブドウ樹、そしてワインとのゆるぎない関係性を自然なままに表現するピエモンテの
生産者がこのプリンチピアーノです。さらにこのドゥセット2014年は酸化防止剤非使用の
スペシャルバージョン！「ドゥセット」とはピエモンテの方言で「ドルチェット」を意味。今では
しっかりとしたタイプのドルチェットが多いですが、もともとランゲではドルチェットは毎日飲
むために軽めに造られてきた歴史があります。やさしく体に
沁みるオススメ・ドルチェットです。 2,200 円（税抜）

新入荷！

新入荷！

4,500 円（税抜） 通常価格 各1,700 円 → 各1,200 円（税抜）

通常価格 3,500 円 →2,800 円（税抜）



通常価格 3,000 円 →

通常価格 2,060 円 →

通常価格 1,840 円 →

109205299 スペイン/赤

スペイン/赤

豪州のワイナリーを何度もパーカー100点へと導いた天才醸造家クリス・リ
ングランドとフミーリャを代表する生産者ミゲル・ヒル（ファン・ヒルのオーナー
兼醸造家）がタッグを組んで造りあげたあの「エル・ニド」のセカンドワイン。非
常に色の濃い濃密なパープル。下草、野バラ、ミネラル、ブルーベリー、ブラッ
クベリーなどの風味が濃密。モナストレルの爆発的とも言える果実味をたっ
ぷりと味わえます。

109206485

怪物エル・ニドのセカンド『クリオ』！
エル・ニド　
クリオ 2015

10年熟成の2008年！しかも嬉しい1,000円台！
ベルベラーナ　
ドラゴン・グラン・レセルバ 2008
最新のワイナリーと醸造技術を持ち、リオハを始めとしたスペイン各地におい
てリーズナブルで品質なスタンダードワインを造り出すベルベラーナ。こちら
は9年以上熟成させたグラン・レセルヴァ級。樽熟成によるアーモンドやチョコ
レート、バニラ、コーヒーの大人の風味。アメリカンオークとフレンチオーク樽
で4年熟成した後、瓶熟成3年以上が経過しています。ここまで熟成させてこ
の価格とは驚きです。
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1,600 円（税抜）

109206396 オーストリア/白

ほんのり貴腐がかったオーストリアの白！
厚みがあり純粋に旨い！！
ヴィーニンガー ビザンベルク アルテレーベン 2014
ヴィーニンガーはウィーン北部シュタマースドルフのホイリゲ街にワイナリーを持つ、ウィー
ンの有力ワイナリー。ゲミッシュター・サッツ（混植混醸)とは異なる多種のブドウがひとつの
ブドウ畑に隣り合って植えられるというスタイル。何年も造り続けている間にブドウ同士が
共鳴し、収穫時期も近くなるのだとか。このビザンベルクは3種類のブドウの古樹から仕込
まれる特別なもの。2014年は天候不順で難しい年号ですが、2014年は貴腐ブドウが付
いた独特の年号であり、飲み込んだときに感じる蜂蜜の風味や
樽の香ばしさが絶妙です！個性のある素晴らしき1本！ 4,500 円（税抜）

109203017 ドイツ/白

これを飲まずしてドイツは語れない！甘さと酸味が絶妙なリースリング！
フリッツ・ハーク ブラウネベルガー
ユッファー・ゾンネンウーア シュペートレーゼ 2014
「良い畑と良い生産者と良い畑があれば良いワインができる」、つまりどんなに
良い生産者でも良い畑を持っていなければ素晴らしいワインは作り出せない
と考えるハーク家。72度の傾斜があるユッファー・ゾンネンウーアからは他に類
を見ないリースリングの芸術品が生み出される。モーゼルワインの真髄ここに
あり！と頷けるほど傑出した品質！上質なリースリングの香り、豊かでありながら
繊細、見事な1本。残留糖度83G/L、酸度9.8G/L。

109201167 スペイン/泡白

これがカヴァの最前線！止まらない品質の向上！！
ペレ・ベントゥーラ
マリア・デル・マール グラン・レゼルバ 2014
スペインに数多あるボデガの中でも特にシャンパーニュを意識したCAVAの造
り手。ペレヴェントゥーラ氏の祖父が初めてカタルーニャでスパークリングを造り
ました。このワインは瓶内熟成12～15ヵ月のキュヴェ。輝きのある淡い黄色。熟
した白い果実、柑橘類、モカ、オークなど複雑でやや熟成感のある香り。繊細な
泡が細かく続き、口当たりはクリーミー。熟度のあるまろやかな果実味にエレガ
ントな酸、心地の良い苦みの余韻
を堪能できる味わいの1本！ 2,800 円（税抜）

アメリカ/白

カリフォルニアの中でも沿岸部で冷涼な産地であるモントレー・カウンティに広大
なブドウ畑を所有するシャイド・ヴィンヤーズが興した自社ブランドです。グレープ
フルーツ、グアヴァ、トロピカルフルーツの果実にほのかな青草のアロマ。ステンレ
スタンクによる低温発酵・熟成したブドウから生まれるフレッシュな酸と膨らみのあ
る果実味が特徴です。冷涼なモントレー・カウンティの気候を生かした清らかで、爽
快なソーヴィニヨン・ブランは、ニュージーランドにもロワールにも出せない個性で
す。この機会に是非お試し下さい！

109206414

冷涼な銘醸地モントレーの爽快で華やかなソーヴィニヨン・ブラン！
ライダー・エステート　
ソーヴィニヨン・ブラン 201

1,690 円（税抜）

通常価格 2,300 円 →

通常価格 1,800 円 →

アメリカ/赤

ジェイムズ・ブライアント・ヒルは、1851年にボストンからカリフォルニアに移住し、
当時はまだ珍しかったブドウ栽培を始めました。その畑は、今でもしっかりと存続し、
この後の数百年も続ける事が出来るようにサスティブナル農法で栽培をしていま
す。近年、カリフォルニアワインも商業的になり、価格と見合わないワインも多く出
回っていますが、このピノ・ノワールは、以前のような果実味タップリのグラマラスな
スタイルのピノ・ノワール！新樽25%フレンチオークで10ヶ月熟成。今回限りのス
ポット入荷ですので、お見逃しなく！

109205276

“ＴHE カリピノ”らしい果実味たっぷりのコスパ抜群ピノ!
ジェイムズ・ブライアント・ヒル
ピノ・ノワール 2015

1,680 円（税抜）

7,300 円（税抜）

ニュージーランドで初めてソーヴィニヨン・ブランを植えた伝統作り手!
①マトゥア リージョナル ソーヴィニヨン・ブラン マールボロ 2016
②マトゥア リージョナル ピノ・ノワール 2015

①109200771  ②109200768

創設者のビルとロスのスペンス兄弟が1969年にマールボロに植樹したのが始まり！そ
の当時は、まだまだワイン産業がうごめく前の時代からワインに魅せられてスタートしま
した。そして、74年に初めてソーヴィニヨン・ブランをリリースし今では、樹齢も古くなり
複雑な味わいになっています。ソービニオン・ブランはフレッシュなハーブや芝生などの
グリーンのトーンにレモンやライムの柑橘系のアロマに引き締まった酸と豊かな果実味

が素晴らしいです。また、ピノ・ノワールはストロベリーやワイルドベリーなどのアロマにほんのり香るスパイスの
ニュアンス、酸、果実のバランスがグッドです！！

① ② ニュージーランド/①白・②赤

②通常価格 2,180 円 →2,000 円（税抜）①通常価格 1,980 円 →1,850 円（税抜）

ヤラヴァレーで華々しい活躍をみせるワイナリー
イエリング・ステーション リトル・イエリング
①シャルドネ ヤラ・ヴァレー 2016
②シラーズ・ヴィオニエ ヤラ・ヴァレー 2013

①109206606  ②109206607

1838年にヤラ・ヴァレーで最初にブドウを植えたのがこのイエリング・ステーション。上
質なワインを造ること、ヤラ・ヴァレーを魅力あふれる産地にすることを掲げ、香り高くエ
レガントなワインを生み出しています。併設のレストランなどがワインツーリズムで高い
評価を得ています。白は久しぶりの入荷で、果実味と酸のバランスがよく、ミネラル豊富！

赤は北ローヌスタイルの艶やかでキメの細かいタンニンが心地よい味わい！初入荷です。ぜひお試し下さい！

① ② オーストラリア/①白・②赤

5,200 円（税抜）

109206596 アメリカ/赤

2000円台で最もお勧めのカベルネ！
力強く華やかなでこれぞ、「THE カリフォルニアワイン」
オーステリティ カベルネ・ソーヴィニヨン パソ・ロブレス 2015
オーステリティワインは2004年にゴールデン・ステート・ヴィントナーズのオーナーの
ジェフ・オニールとワイナリー・オーナー仲間で立ち上げたブランド。カルフォルニア州
の沿岸部であるモントレーに本拠地を構え、古きよき力強いカリフォルニアワインを彷
彿させる味わいが特徴。「Austerity」という名は、厳格や質素を意味し、愚直に畑作
業や醸造を行うなどの意味合いが込められています。今回初入荷となるカベルネは、
アメリカンオークで発酵熟成させた、黒系果実やバニラ、
モカを感じさせる果実味たっぷりの濃厚カベルネ！ 2,800 円（税抜）

109200965 アルゼンチン/赤

銘醸地メンドーサの雄であるノートンが今回限り特価でご提供！
ボテガ・ノートン メンドーサ
カベルネ・ソーヴィニヨン・レゼルヴァ 2014
アルゼンチンの有名ワイナリーであるボデガ・ノートン。クリスタル・ガラスで有名なス
ワロフ・スキー社が所有し、ワインメーカーのジョージ・リッチテッリ氏は2012年のア
メリカのワイン雑誌で「ワインメーカー・オブ・ザ・イヤー」を受賞！ブエノス・アイレスか
ら西へ1000km、アンデス山脈のメンドーサ地区を中心に、畑を所有し、樹齢30年以
上の畑から厳選して造り上げるこのキュヴェは日経プラス１でも堂々1位に輝いた赤！
アルゼンチンの将来を感じさせる,
濃厚で骨格に優れたカベルネ！ 1,900 円（税抜）

19206545 南アフリカ/白

南アフリカの個性が爆発！ハイコスパソーヴィニヨン！
シャノン・ヴィンヤーズ
サンクチュアリーピーク ソーヴィニヨン･ブラン 2014
栽培家ジェームズ・ダウンズが冷涼な気候でしられるエルギンヴァレーに葡萄畑をひらいた
のは2000年。更に醸造家としてナパ、チリ、ブルゴーニュで経験を積み2008年に自らのワ
インをリリース。このワインは3種類のソーヴィニヨン・ブランのクローンをつかいステンレ
スタンクで発酵、6カ月熟成した中に、100%新樽発酵したあと滓とともに3カ月半熟成し
たセミヨンを加えている。香り、味わいのさわやかさ、口当たり。最終的に生み出したいワイ
ンのイメージがあるからこその、緻密
なワイン造りの設計がなされている。 1,680 円（税抜）

当店初入荷！

バイヤー一押し！ 期間限定商品！

2,000 円（税抜）① 2,400 円（税抜）②



454g 各750 円（税抜）

156g 各640 円（税抜）

125g 1,200 円（税抜）

フランス

85g 750 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！
タイムやローズマリーなど
ハーブが香る爽やかシェーブル
ローヴ・デ・ガリッグ
ローヴ種という山
羊のミルクから作
られるこのチーズ
は、爽やかなハー
ブの香りがしま
す。それは、乾い
たやせた土地に
だけ生える丈夫
なハーブをたくさ
ん食べて育つ為
ミルク自体にも
ハーブの香りが
するのです。その他の牛や山羊がハーブを食べない
訳ではないのですが、このローヴ種は特にハーブの香
りが出るそうです。この爽やかなチーズを是非お試し
下さい。ソーヴィニオンブラン、ロゼなどが相性抜群
です。

140g 620 円（税抜）

125g 580 円（税抜）

60g 1,180 円（税抜）

150g 650 円（税抜）

150g 1,385 円（税抜）

冷蔵品

お野菜たっぷりの本格サルサ！
おうちで簡単メキシカン♪
ケパサ オーガニック･サルサ
①マイルド②ミディアム
農薬、化学肥料不使用の厳選さ
れた新鮮な有機の素材をたっぷ
り使用！風味豊かで美味しいメキ
シカンスタイルのサルサが新登
場♪お味は”マイルド”と”ミディ
アム”の2種類あり、野菜の自然
な甘味とスパイスのバランスが
調度良い”マイルド”、ハラペー
ニョのピリっとした辛さがクセに
なる”ミディアム”は辛いもの好
きな人にオススメです。トル
ティーヤと一緒に食べれば、ビー
ルが止まらない？！簡単おつまみ
の完成！お料理にちょこっと加え
るだけで、本格的なメキシカンの
お味が楽しめます♪

①304100009 ②304100010

NFS ハニーマスタード
北海道発のナチュラ
ルブランド「ノース
ファームストック」から
新商品が届きました。
北海道で採集された
ハチミツのみを使っ
たハニーマスタード。
粒マスタードの香ばしさと穏
やかな酸味がハチミツの優し
い甘みと絶妙にマッチしてい
ます。さらにまろやかな酸味の
リンゴ酢を組み合わせ、すっき
りとした辛さ控えめのマス
タードソースに仕上げました。
鶏肉や鴨肉のグリルやロース
トのソースとして抜群の相性
を誇ります。私の個人的なお
すすめは厚切りのベーコンを
こんがりと焼いてこのソース
をたっぷりと！

北海道で採集されたハチミツのみを
使用した絶品ハニーマスタード！

フランス

ひとくち食べてみて「初めての感覚！」と
その不思議な？美味しさにやみつきにな
る人が続出しているチョコレートです。
その秘密は「こぶみかんの葉」のアクセ
ント。こぶみかんの葉はエスニック料理
で使われており、山椒のようなスパイ
シーな風味が特徴です。原産国はカカ
オの名産地マダガスカル、砂糖を一切
使わずカカオとカカオバターでまろやか
さと自然な甘味を、そしてマダガスカル
北部の海で採取した天然塩フルールド･
セルがチョコレートの美味しさを引き立
てます。スパイシーなタイプの白ワイン
とも相性バッチリです。

307001804

アメリカ304004475

品質に妥協を許さない北海道名寄市のお肉屋さんが、
仔羊の美味しさを最大限に引き出した「ラムバーグ」。
新鮮な子羊100%だけで作ったラムのハンバーグは、
こんなにも美味しい！と、実感できます。味付けには羊肉
と相性の良い香辛
料と塩のみとシンプ
ルで、つなぎに卵や
パン粉など一切使っ
ておりません。また、
挽き肉というよりは
お肉をたたいてミン
チにしたような超粗
挽きの肉を使うこと
によって、肉本来の
ジューシーさも存分
に楽しめます。150g
とボリュームも十分
で食べ応えあり、赤
ワインのお供に是非
ともおすすめします！

ラムバーグ
新鮮な子羊のジューシーなハンバーグ！

ケパサ オーガニック
トルティーヤチップス
①ナチョス②ハラペーニョ＆ライム
③スィート＆スパイシーランチ
石臼で挽いた有機トウモロコシにチアシードとキヌア
が入ったオーガニックトルティーヤチップスです。味わ
いは３種類。チェダーチーズフレーバーのナチョス、程
良い辛さが病みつきになるハラペーニョ＆ライム、アメ
リカで人気の味スィート＆スパイシーランチ。そのまま
でも美味しいですが、サルサソースにディップして食
べると、お酒が止まらなくなるパーティーメニューに！皆
でワイワイ食べたいですね♪

話題のグルテンフリー、有機素材で
作られたこだわりのトルティーヤチップス

カナダ①307002257 ②307002258 ③307002259

ショコラマダガスカル
こぶみかん&フルール・
ド・セル カカオ65%

冷凍品

ROSEMAY
ガリカ薔薇ジャム
秋田の薔薇園に
て、農薬を使わず
自然栽培で丹精込
めて育てた「ガリカ
ローズ」の花弁を
相性の良い、すり
おろしたりんごと
ブレンドし「香りを
楽しむジャム」に仕
上げました。純粋アカシヤはちみつとフルーツシュ
ガー（果糖）などで丁寧に煮込み、保存料、酸味料、ペ
クチンなどの添加物は使用せず手作りしています。口
の中で広がるふんわりとした薔薇の香りは絶品！。優し
い甘さと薔薇の芳香が優雅な気分にさせてくれます
珍しいジャムですので、贈り物にも喜ばれること間違
いなしです。 

母の日のギフトにオススメ！
農薬を使わず大切に栽培した
薔薇を使った香りと味を楽しむジャム

307002245 日本

ゲランドの塩（顆粒）
フランス･ブルターニュ地方にある
ゲランド塩田。この地で熟練の塩職
人が9世紀以来、機械をほとんど使
わない伝統製法で造り続けている
海塩が「ゲランドの塩」。料理(素材)
の美味しさを引き出すことでも知ら
れていて、古くからフランスの名シェ
フに愛用されています。以前、某新
聞の企画「プロの料理人が選ぶ調
味料」で堂々の3位に選ばれたこと
も！この顆粒は、あら塩を独自の製法
によって顆粒状にしたタイプ。細か
く、溶けやすいので肉、魚、野菜など
あらゆる料理に適しています。シン
プルな料理ほど味の違いが分かり
ます。

毎日使うものだからこそ良いものを使いたい！

エスニックの魅惑的な
余韻を感じるチョコレート！

304003668

イタリア

アントニオ・マッティ
カントチーニ
アントニオマッ
テイは、1858
年に創業した
歴史あるビス
コッティブラン
ドです。原材料
は小麦粉、砂
糖、新鮮な卵、
松の実、アーモ
ンドのみ。イタ
リア国内から
最高品質の材
料を集め、初
代から続く秘
伝の製法で、７代を数える現在でも伝統の味を
守り続けています。甘さを抑えて固めに焼き上
げているので、甘口のヴィンサントワインやエス
プレッソに浸して、食後のデザートとしてお召し
上がりいたくのが本場イタリアの伝統的な楽し
み方です。

7代続く伝統の味！本場流に
コーヒーに浸して召し上がれ

304009631

304009992 日本

307001868 日本

マダガスカル
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3,800 円（税抜）

2,100 円（税抜）

各300 円（税抜）

各900 円（税抜）

アウトレット価格
約55％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♪

※ワイン割引クーポン付き
外形寸法：幅606×奥行589×高さ1,513（mm）
定格消費電力192W／重量73kg
温度調節6～19℃

※高さ：240mm
　材質：樹脂

※サイズ46×30cm 1枚
　素材：ポリエチレンテレフタレート

※サイズ32×75ｃｍ

※50φ
　150H 350cc

※サイズ：全長 約25cm
刃渡り 約12.5cm 

※サイズ：幅39.5×高さ66（持ち手含まず41）cm

①ゴールド403002774 ②シルバー403002773

BBQやホームパーティーで
使いたい！大判プラッター

きれいな発色だと評判のパーティープラッター。
軽くて扱いやすい素材。なかなか無い大判サイズ
で登場！細やかなオードブルやサンドイッチ、デザー
トを敷き詰めたり…テーブルを彩ってくれます。

パーティープラッター

①ストライプ403002846 ②ロンバス403002845 ③レッド403002843 ④ブルー403002844

ワインや雑誌なども入る大きめショッパー

シンプルかつ利便性にとんだアイテムを生み出しているドイツのブラ
ンド、「ライゼンタール」のポップなショッパーが入荷しました！強い素材
と肩掛けもできる作りなので多少の重い荷物でも安心。スーパーなど
ではエコバッグとしても大活躍してくれますね。カラフルでスタイリッ
シュなだけじゃなく、必要な時にサッと大容量のバッグに早変わりする
コンパクトで便利なバッグです。

ライゼンタールショッパー

①レッド403002790 ②イエロー403002536 ③ブルー403002801

自分用でもプチギフトにも
人気の可愛いハンドタオルセット

デザインとカラフ
ルな見た目に劣
らずマイクロファ
イバーで吸収力
抜群！とっても使
える優れもの。
キッチンも華や
かになりますね！
柄入りと無地の
組み合わせに
なった3枚セット
は、粗品として差
し上げても喜ば
れそうですよ。

マイクロタオル
３枚セット

402003382 スペイン

木目のワインクーラー!?このアイデアは
無かった！新時代オシャレクーラー

スペインのセンスの良さが光るワインクーラーのご
紹介。いま一番勢いのあるワイングッズブランドと
言っても過言ではないスペインのプルテックス社。
こちらからシックに決まるワインクーラーのご紹介
です。アルミほど
重厚感が無く、ア
クリルよりデザイ
ン性が高いので
人をお招きしての
ワインパーティー
などにぴったり！
この夏バイヤーイ
チオシのクーラー
です！

プルテックス
アイスバスケット ウッド

402003383

通常価格 1,500 円 →680 円（税抜）
通常価格 1,300 円 →

1,170 円（税抜）

各1,400 円（税抜）

4,200 円（税抜）通常価格 480,000 円 →364,815 円（税抜）

オランダ

プロ御用達！
オールステンレスで衛生的♪

ヨーロッパでトップシェア
を誇るボスカ社のオール
ステンレスチーズナイフ。
プロや愛好者に人気の
使いやすさに加えて、
チーズの穴のようなデザ
インが可愛いので、ギフ
トにおススメです。

BOSKA
チーズナイフ
ステンレス

403000768

オランダ

フタを開けずに“ポコッ”と開閉！
バキュバンの密閉容器はコスパと
デザイン性が魅力的！

オランダのワイン雑貨ブランド“バキュバン”は、その密閉力
を他の容器にも応用しており、ユニークなグッズを製作して
います。シリアルやキャンディ、ナッツ、サプリメントなど使い
方いろいろ！シリコンの蓋も簡単に取り扱いでき、店頭でも人
気の商品です！他店ではあまり見ないアウトレット商品です！

ポップサム【アウトレット品】
①ブルー ②ピンク

①404000241 ②404000242

日本

フォルスター渾身作がお買い求め易く！
リビングに設置するならこのワインセラー！

1987年販売されると瞬く間に人気を
博した日本を代表する名機“ロングフ
レッシュ”。今回は日本シェア率トップ
を誇るフォルスターの技術の結晶がこ
の30周年記念モデルです。縦に伸び
るバックライトＬＥＤはまさに“魅せるセ
ラー”といえます。湿度、デザイン、機
能性は特筆に価する逸品です。また価
格もお買い求め易くなり、これからも
目が離せません！

フォルスター ロングフレッシュ
ST-RV273G（M） 
30周年記念モデル 
77本用 

501000081

日本

グラスのお手入れに
楽ピカ♪なフキン
今ならお得な１０％ＯＦＦ

超極細繊維を使用し
たグラス拭き専用の
高機能クロスです。グ
ラスを優しく包み込め
る縦長サイズで指紋
や繊維クズもスッキ
リ。割引中の今が買
い替えやおまとめ購
入のチャンスです。

トレシー
（グラス拭き）

402000016

手の平サイズの実力派！
ご家庭のデキャンテイングが
楽々に！

少しカタいワインをデキャンティングするか、し
ないか…皆さん悩まれた事はありませんか？こ
ちらのデキャンタ、実は手の平サイズなので
す。グラス１杯
分 の 少 量 デ
キャンタにもっ
てこい！大袈裟
なサイズじゃな
いのでお手入
れもラクラク！
最近ジワジワ
流行している
のでソムリエ
さんやレストラ
ンへのギフトに
もお勧めです！

ミニデキャンタ
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今欲しい、
スタッフオススメの
商品はコチラ！！

極めてエレガントで印象的な高品
質のソーヴィニヨン・ブラン。単一
畑『オベアベルク』のブドウを使
用。独特の風味と塩気を感じさせ
るミネラルの要素。エルダーフラ
ワーのような印象から、イラクサ
の香りを帯びたエルダーベリー
ジャムのような印象へと徐々に変
わってきます。たっぷりのミネラル
感は熟成能力を約束してくれてい
ます。心に残るソーヴィニヨン・ブ
ランです。

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。全房発酵で仕込まれるピ
ノ･ノワールは、華やかさと優しさ
を持ちつつ、笹の葉のような綺麗
な香りを感じさせる。2015年は最
高！この価格は嬉しい！

限定24本

新入荷 新入荷

200mℓ 480 円（税抜）

110g 1,500 円（税抜）

寸法：約φ93×145mm
容量：約700mℓ
重量：約260g
材質：18-8 ステンレス鋼

2,800 円（税抜）

5,530 円（税抜）

通常価格 10,000 円 →5,900 円（税抜）

3,000 円（税抜）

16,800 円（税抜）
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フランス/赤 フランス/泡109206529

ダヴィド・デュバン 
ブルゴーニュルージュ ２０１５

全房発酵の生産者が仕込む
コストパフォーマンス抜群の
ブルゴーニュ！！

109206597

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。エレガントな2011年の
ナパ・ヴァレーですが、凝縮感と冷涼
感のバランスに優れ、ボルドーをなど
の旧世界を想わせる、エレガントな
ニュアンス。熟成により紅茶や、腐葉
土などの複雑な香りもお楽しみいた
だけるので、是非お試しください！

ヴァイン・クリフ 
カベルネ・ソーヴィニヨン　
オリジナル・ブレンド
オークヴィル ２０１１

熟成感が漂うナパの名門が
作るカベルネ！
バックストックが入荷しました！

イタリア/白

アメリカ/赤

①304009983 ②304009984

愛媛西条市産の名水で育った新鮮なバジルをふんだ
んに使用し、無添加で仕上げました。収穫から24時間
以内に加工、新鮮な色とフレッシュな香りが詰まってい
ます！・愛媛県西条市の豊かな大地で育った濃厚なイタ
リアントマト3品種贅沢に使用し無添加で仕上げまし

た。凝縮された
コクと旨味があ
ふれ出す特別な
一品！
※唐辛子が入っ
ており、ピリ辛
の味付けになっ
ています。

peakfarm 伊予西条
①バジルペースト
②イタリアントマトソース

一口食べたらわかる！価値ある逸品。
無添加・要冷蔵品

ＢＩＲDＹ D700 デキャンタ

ミクロの凹凸をあえて残す研磨技術！
和製デキャタが新時代を切り開く！

ドイツガイド誌「Eiche lmann」
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
なワインを生み出す。ストロベリーに
チェリーのフレッシュな赤系果実と
軽い樽のニュアンス。完全なブドウ
を描くのであれば2015年が一つの
モデルになるでしょう。

フランツ・ケラー　
シュペートブルグンダー 
フォン・レス 2015

The best of シュペート・ブルグンダー！

阿波ドレに使用される野菜は徳島県産をはじめ全て国
内産。安心の化学調味料･合成着色料･合成保存料無
添加。①すだちは高級調味料として料亭などで使われ
ている徳島県産のすだちを使用。爽やかな酸味とすが
すがしい香りが特徴。②キャロットは徳島県･山上
ファームの特別栽培「濃紅みつキャロット」を使用。土佐
の宗田鰹ぶしの旨味が隠し味。③なると金時は海のミ
ネラルをたっぷり含んだ鳴門の砂地で育ったサツマイ
モを使った珍しいドレッシング。さつまいものほのかな
甘さがクセになる味わいです。

阿波ドレ ①すだち
②濃紅みつキャロット
③なると金時

徳島発 野菜たっぷり 濃厚ドレッシング！
①304100002 ②304100003 ③304100004 日本

保冷効果を備えたワイングラス！？そんなコンセプトで
生まれたステムレスシリーズ。ワインだけじゃなく様々
な飲み物を楽しめます。キャンティーンやタンブラーと
同じくCORKCICLE独自の3層構造を用いたステンレ
ス製タンブラー。9時間以上の保冷機能と最長3時間ま
での保温機能を有します（※米国基準）

CORKCICLE 
ステムレスカップ12OZ

ワインを楽しむ為の
CORKCICLEも誕生！

①ガンメタル403004829 ②ローズ403002830 日本

402003385 日本

日本

100101393109109093

大人気の南仏ワイン「ラ・キュべ・
ミティーク」からワイン業界関係
者を驚かせたスパークリング・ワ
インが登場。シャルドネ種を
100％使用し、瓶内二次発酵によ
る上質で芳醇な味わいを実現。ま
た、12ヶ月間の瓶内熟成による
繊細できめ細やかな泡立ち。まろ
やかな口当たりを長時間楽しむこ
とができる「幸福を呼ぶ」スパーク
リング･ワイン。上質で芳醇なそ
の味わいは、期待以上の満足度
を与える１本。

ラ・キュベ・ミティーク
スパークリング NV

幸福を呼ぶ大人気
スパークリングワインが
新たに登場！ヴァイングート・コーネル

ソーヴィニヨン・ブラン
“オベアベルク” 2016

唯一無二のモンスター級
ソーヴィニヨン・ブラン！

2,000 円（税抜）

3,200 円（税抜）

109206334 ドイツ/赤

愛知県に1951年に創業した
横山興業株式会社が満を持し
て製作した次世代デキャンタ。
1～2杯用のコンパクトなサイ
ズで、ワインをデキャンタに注
ぎ、ゆっくりと本体を回せば自
慢の“あえて”ミクロの凹凸を
残す研磨技術を利用し、ワイン
を無駄なストレスなく開かせま
す。メディアにも紹介され、ま
すます注目を増しています！

冷蔵品
NEW!


