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限定

6本

限定

2本

「VILLERO 2009VTを一言で表すならマジックだ。」 とワイン評論家R・パーカー氏はコ
メント。前作の2007年に引き続き2ヴィンテージ連続での100点獲得！ブドウ品種はネッ
ビオーロ100％。畑はクーネオ県カスティリオーネ・ファッレット村のヴィッレロ畑。面積
1ha以下、樹齢41年、4,000株/ha、南南西向きの斜面。28～32℃に温度管理の下、
24日間かけてアルコール発酵、16日間マセラシオン。小樽に移し替えマロラクティック
発酵を行った後、2700ℓ容量の樽でさらに熟成。ノンフィルターでボトリング。
生産量3,593本のうちの限定2本です。

限定

6
セット

1972年にナパ・ヴァレーのスタッグス・リープ・ディストリクト地区に設立されたワイナ
リー。もともと出版業界にいたジョン・シェーファーがワインに魅せられ始めたのですが、
今では、カベルネ最上の作り手の一つとして評価されています。ナパで初めて100％
ソーラー発電でワインを作り、環境保全のにも取り組む醸造を推進。“ワン・ポイント・ファ
イブ”とは父と子2人が創立当初から30年ほど協力あわせて造ってきた証、1.5世代と
いう意味を込めて付けられた名前。力強さとエレガントさを兼ね備えた偉大なるカベル
ネです！

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、
シャンパーニュを含むスパークリングワインを全品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。

Vol.772018

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

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5月26（土）～6月24日（日）まで

１７３２年創業。所有する８ｈａ全てがグラン・クリュ（特級：オジェ村）というコー
ト・デ・ブラン地区を代表する超名門シャンパーニュ・メゾン。結婚をテーマに
した記念宝石、家具、衣装、風習や儀式にまつわる博物館が併設されており
非常に珍しいシャンパーニュ・メゾン。創業年へのオマージュを込めた「キュ
ヴェ１７３２」２００６、２００７、２００８年原酒をブルゴーニュ樽で熟成。
８４ヶ月コルクでの長期熟成。

アンリ・ド・ヴォージャンシー
Cuvee １７３２ Grand Cru Oger MV

日本への入荷は200本弱…
超限定シャンパーニュが6セットのみ新入荷

イタリア/赤109206601

フランス/泡109206803

アメリカ/赤109206483

●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

    

通常価格 17,000 円 →16,500 円（税抜）

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

ヴィエッティ バローロ D.O.C.G.
リセルヴァ “ヴィッレロ” 2009

ワインアドヴォケイト100点満点！ 限定2本！

    

55,000 円（税抜）

20,000 円（税抜）

シェーファー ワン・ポイント・ファイヴ
ナパ・ヴァレー カベルネ・ソーヴィニヨン 2009

ナパ・カベルネの最高峰の生産者！
シェーファーの飲み頃の2009年が入荷！

    

WINE MARKETPARTY
ネットショップ

スパークリングワイン全品10％OFFクーポン券！

休業日のお知らせ

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

6/2(土) 13：00～18：00
『ティニャネロ』ヴィンテージ比較試飲！
名門アンティノリの伝説的スーパートスカーナの１つ。サンジョヴェーゼを
主体にカベルネ・ソーヴィニヨン、カベルネ・フランをブレンド。緻密でキメ
細かい味わいはまさに芸術的とも言えるほど。
今回はヴィンテージの比較として80年代、90年代、2000年代のティニャ
ネロをテイスティングいたします！それぞれどのように熟成しているのか･
･･？ 詳しくはホームページをご覧下さい。
　
6/3(日) 13：00～18：00
オーストラリアの自然派、
オコタ・バレル5種類試飲！
ルーシー・マルゴーやヤウマと同じくアデレード・ヒルズのバスケット・レン
ジに本拠地を置くオコタ・バレル。2014年以降ナチュラルな醸造を続け、
この地を代表する自然派生産者となっています。
今回はトップキュヴェも含めた5種類の試飲を行いたいと思います！
店長が好きなオーストラリアの生産者、是非一度試してみてください！
　
6/9(土) 13：00～18：00
Japanese Table Wine ～日本ワイン試飲会～
日本中を虜にするドメーヌ・オヤマダ＆ドメーヌ・ポンコツを含む豪華試飲
会。「楽しきチャレンジ」を通じて、日本農業、日本の葡萄、そして
「Japanese Table Wine」の明るい未来を、皆さまと共に見守っていけ
たら幸いに思います。限定４０名様。詳細はＨＰにて。＊当日販売分も僅か
ですがございます（完売の際は御了承下さい）。
　
6/10(日) 13：00～18：00
梅雨の気だるさを吹き飛ばす
ヴィンテージ・カヴァ試飲！
生産者のアグスティ・トレジョ・マタはペネデスにてノン・ドサージュのブ
ルット・ナチュレと極少量のみドサージュを行ったブルットのみを生産。
今回はトップキュヴェを含む4種のカヴァを試飲してもらう予定です。
詳細はHPでご確認ください。
　
6/24(日) 13：00～18：00
ビオディナミ発祥の地！
ロワール自然派生産者試飲！
多種多様な素晴らしいワインを生み出す銘醸地ロワール。
今回は本当に美味しいオススメの自然派生産者のワインを集めた試飲と
なっております。
詳細はHPにてお知らせ致します。
是非ご来店下さい！

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。

父の日に青森から毎年人気の
日本酒“豊盃”が届きます！

今年も青森から
三浦酒造さんがやってきます！
青森の日本酒“豊盃”試飲会！！
今年も父の日の土日は、青森より三浦酒造さんにお越しいた
だき、日本酒“豊盃”の試飲会を行います！
毎年この時期にしか届かない幻の日本酒や生酒などもご用
意して、皆様のお越しをお待ちしております！
チビチビと試飲ができてなんと１００円(税込)！杜氏さんとお話
をしながら、ワイン屋で日本酒を楽しんでください！
ご予約不要！ご来店お待ちしております！

6/16(土)１７(日) 12:00～18:00

ニュージーランドで光り輝く生産者！
コヤマ・ワインズ
生産者来店試飲！
当店初の開催となります。
ニュージーランドでワイン作りをされているコヤマ・ワインズの
小山氏が当店にお越しいただき試飲イベントを開催いたしま
す。詳細は、HPにてお知らせいたします。

6/23(土) 13:00～１８:００

5月31日（木）は棚卸し・6月18日（月）はサーバー移行の為、休業とさせていただきます。
上記日程においてWINE MARKET PARTY及び姉妹店LA VINEEはお休みとなります。

皆様にはご迷惑をお掛けいたしますがご理解ご協力の程宜しくお願い致します。
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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



期間限定

数量限定

完売次第終了

ワイン15％オフクーポン発行中！

①ロシア ②スペイン

③ジャパン

素材：表地/裏地：シルク100％
芯地：ウール100％ 二枚芯

幅500×奥行560×高さ1270（mm）

ワイン好きが
欲しがるサイズ感！ハイコスパワインセラー！

ワインセラーシェア率No.1のフォルス
ターから素晴らしいサイズ感と収納力を
誇るデュアルシリーズが大人気です！湿
度も程よく保ち、使い勝手が素晴らしい
と評判。2温度帯は上下で赤ワインと泡・
白ワインと分けるも良し、ワインと日本
酒を分けるも良しの使い方色 ！々ちなみ
に私は寝かせる用と飲まれても良い用
のワインと使い分けています！笑

フォルスター デュアル 
160Ｇ（ＢＫ） ２温度帯54本用

501000083

インパクト大のアフロスマイルが登場 もうすぐ父の日☆おしゃれな
ネクタイに日頃の感謝をこめて

サッカーワールドカップに合わせて国旗がモチーフの
ユニークなスタイルに変身！スマイルランタンはいつも
ニコニコと部屋のどこかであなたを見守っ
てくれる優しい光のLEDライト。日常使い
はもちろん、キャンプや子供部屋の常夜灯
に。非常時にも1つあると安心です。イエ
ローライトとマルチカラーが切り替えで
楽しめます。単三電池4本使用。

スマイルLEDランタン

①ロシア403002841 ②スペイン403002820 ③ジャパン403002822

1984年設立。創設者であるジャン・ク
ロード・コルトー氏が20年以上の歳月を
かけ現在のスタイルを構築。最先端の
技術を採り入れた革新的なワイン造り
で注目を集める家族経営のドメーヌ。
ジャン・クロード・コルトー創設者の娘で
あるステファニーと旦那のヴァンサン・ミ
シュレがリリースするキュヴェ。爽やかな
果実感と美しいアロマ。2013年はシャ
ブリ地区の素晴らしいヴィンテージとな
りました。

ジャン・クロード・コルトー
（ステファニー・エ・ヴァンサン・ミシュレ）
プティ・シャブリ 2013

完売次第終了！シャブリ当たり年の２０１３年
バックヴィンテージが数量限定新入荷！！
完売次第終了！シャブリ当たり年の２０１３年
バックヴィンテージが数量限定新入荷！！

109206790 フランス/白

通常価格 2,400 円 →2,100 円（税抜）

①100mℓ通常価格 4,750 円 →3,750 円（税抜）
②200mℓ通常価格 5,500 円 →4,650 円（税抜）

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。
綺麗な酸が心地よい、素晴らしいブル
ゴーニュ・ルージュです！

フォンテーヌ・ガニャール
ブルゴーニュ・ルージュ 2015

店長激押し！
フォンテーヌ・ガニャールの赤ワイン！！
店長激押し！
フォンテーヌ・ガニャールの赤ワイン！！

109206700 フランス/赤

4,500 円（税抜）

1,680 円（税抜）

各1,400 円（税抜）

美食の都エミリア・ロマーニャ州特産の
微発泡赤ワイン。1923年に創設され3
世代に渡る歴史あるワイナリー。自社で
ブドウ栽培からボトル詰めまで行い、全
ての過程を自分たちでチェックする強い
こだわりがあります。色はロゼ？と思うく
らい淡く輝きのあるルビー色がランブル
スコ・ディ・ソルバーラの特徴です。爽や
かでフルーティー、柔らかくも余韻には
ほどよい辛味。塩味の効いたプロシュー
トやパルミジャーノとの相性は抜群！飲
みやすいランブルスコです。

カンティーナ・ソリエーラ ランブルスコ・
ディ・ソルバーラ D.O.C. N.V.

生ハムとの最強マリアージュ！
微発泡ランブルスコ！
生ハムとの最強マリアージュ！
微発泡ランブルスコ！

109206663 イタリア/微泡赤

1,650 円（税抜）

昨年も夏が来る前にあっという間に完売してしまったあの
シャンドンの夏限定デザインボトル。今年も本数限定で入
荷いたしました！シャンドンは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シャンパー
ニュと同じ製法で造る本格スパークリングです。バーベー
キューやビーチなどでこの涼しげなデザインのスパークリ
ングで乾杯しませんか！テーブルの上がパッと明るくなる
季節限定のスパークリング！今回も、本数限定で入荷いた
しましたので、気になるお客様は、お早めにどうぞ！

シャンドン ブリュット サマー・ボトル N.V
今年も遂に入荷しました！
夏を先取りした花火柄のサマー・ボトル！
今年も遂に入荷しました！
夏を先取りした花火柄のサマー・ボトル！

109107654 オーストラリア/泡白

2,800 円（税抜）

5,000 円（税抜）

毎年このシーズンはプ
レゼントのマンネリ化に
悩むところですが、葡萄
柄の粋なネクタイをギフ
トにぜひ！日本ワイン発
祥の地山梨南都留郡で
製造。富士湧水を使用し、長くから伝わる“郡
内織”を継承したこちらの工房こだわりの名
品。裏地の富士桜のデザインも印象的です！

富士桜工房 ブドウ柄
ネクタイ 紺

407001394 日本

304009560 日本

柏の葉っぱで包んだ見た
目もかわいらしいシェー
ブルチーズ。こちらのチー
ズを作った三良坂フロ
マージュは家畜たちを出
来るだけ自然な形で飼育
したいという思いから、山
や畑に放牧する自然放牧
スタイルで育てています。毎日ストレスなく自由にすごしている牛や山羊
の表情はとっても穏やかで、ミルクもとっても美味しいものになります。
チーズ国際コンクールゴールドメダル受賞も納得の、日本を代表する
シェーブルチーズです！

フロマージュ・ド・みらさか・シェーブル
季節限定！山で放牧している元気な山羊たちの
お乳から生まれた山羊のチーズ！
季節限定！山で放牧している元気な山羊たちの
お乳から生まれた山羊のチーズ！

70g 1,470 円（税抜）

冷蔵品

①伝統的なバルサミコと同じブドウ品種(ランブルスコ、トレッビアーノ等)を原料とし、使用す
る樽はオーク材。最初の煮詰める時間は伝統的なバルサ
ミコの30時間に対し、倍以上の70時間。8年間熟成にす
ることにより、格調高く、より深い味わいに仕上がっていま
す。②トレッビアーノ種のみを原料とし、時間をかけてゆっ
くり搾った果汁を煮込まずに木樽で8年間熟成。スッキリ
とした中に長期熟成による深い味わいも。魚介類との調
和をイメージして造られているので、オリーブオイルと合
わせて白身魚のカルパッチョなどに振りかけて。

マルピーギ ①バルサミコ･サポローゾ･リゼルヴァ 8年熟成 
②ホワイトバルサミコ･プレリバート･リゼルヴァ 6年熟成

伝統と革新が見事に融合した極上のバルサミコ！伝統と革新が見事に融合した極上のバルサミコ！
①304100019 ②304100017 イタリア

通常価格 117,200 円 →115,000 円（税抜）

109202799 日本

青森県弘前市に蔵を構え、兄弟二人で丁寧に醸し上げる「豊盃」の人気シリーズ
の中で華想いは最もインパクトの強い香味を持つお酒。原料米には地元農家と
契約栽培した青森独自の吟醸用酒造好適米「華想い」を全量に用いて、自社精米
で55％まで丁寧に磨き上げ、まほろば吟酵母にて仕込み、全て地元青森産の原
料にこだわって醸し上げられた限定品。華やかな吟醸香酒米の魅力を存分に引
き出した香り高く、果実を想わせる申し分のない酸と旨みがバランスよく調和し
ふくよかで膨らみのある味わい、切れ味も良く心地良い余韻が続く。蔵元曰く「特
に日本酒初心者の方や日本酒が苦手という方にお薦め」との事ですが、酒好きの
方も是非一度ご堪能下さい。6月16日、17日には三浦酒造を招き、毎年恒例で
ある大試飲イベントを行いますのでお楽しみにしてて下さい！

豊盃 純米吟醸 華想い 55 
父の日のプレゼントにいかがですか？父の日のプレゼントにいかがですか？
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季節商品のご案内♪季節商品のご案内♪



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

10％OFFセール！

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！
衝撃的なデビュー作！
デイリー・ヴァン・ナチュール傑作！
ドメーヌ・エリザベス （1000mℓ）
ヴァン・ナチュレル ブラン ２０１７
コニャックで有名なシャラント＝マリ
ティーム、ヴィロレ村で先祖代々続く
１６２９年創業の老舗ドメーヌ。現１１
代目オーナーであるブリュノ・アリ
ヴェが新たに挑戦するデイリーナ
チュラル・ワイン。醸造のヒントはなん
と、コニャック用の蒸留前のユニ・ブ
ランだと語る。初リリースとなるSO2
無添加の衝撃的デビュー作。林檎や
洋梨、ヨーグルトなどのまったりとし
たニュアンスとシャープ＆フレッシュ
な１本

大容量1000mℓ 2,200 円（税抜）

109206788 フランス/白 フランス/白 フランス/白

ラディコンやグラヴナーの隣人！
おススメのフリウリ白！
イル・カルピノ ビアンコ・リュンク
D.O.C. イソンツォ 2016
イル・カルピノのフレッシュで綺麗なシ
リーズがこの『ヴィーニャ・リュンク』。原則
として樹齢20年程度のブドウ（収量
40hl/ha)を使用し、スキンコンタクトをし
ながら12時間のマセラシオン。酵母はフ
レッシュさを残すためにあえて培養酵母
を使用し、ステンレスタンクで発酵（約12
日）。そしてステンレスタンクで7ヶ月熟
成。さまざまな品種の個性が調和したか
なりフレッシュなワインです。年によって
ブレンド比率が変わるのでヴィンテージ
による違いが楽しめます。（ブドウ品種：
ソーヴィニヨン・ブラン４５％／マルヴァ
ジーア５％／トラミネール５％）

通常価格 3,600 円 →3,300 円（税抜） 通常価格 3,800 円 →3,600 円（税抜）

109206768 イタリア/白

円やかで旨い、
誰もが納得の上質のシャルドネ！
ドメーヌ・オリヴィエ・メールラン
マコン・ラ・ロシュ・ヴィヌーズ・ブラン ２０１４
１９８７年創設。マコン地区で最良の
テロワールのひとつと称されるラ・ロ
シュ・ヴィヌーズ村（ワインの湧き出で
る岩という意味）の中腹に位置する
畑を所有。あのコント・ラフォンやコ
シュ・デュリに”マコン最高の生産者”
と言わしめ、忠実ながら最も注目を
集めるドメーヌへと変貌を遂げた。蜂
蜜やナッツなどの華やかなブーケ、
上品な膨らみが心地よい余韻へと続
く。２０１４年は樽を使用した特別な１
本。

通常価格 3,000 円 →2,500 円（税抜）

109107400

グレートヴィンテージ2013年の
ナパ・カベルネがこの値段で見つけました！
ショーン・マイナー カベルネ・ソーヴィニヨン
ナパ・ヴァレー ２０１３
ショーン・マイナー カベルネ・ソーヴィニヨン
ナパ・ヴァレー ２０１３
長年ワイン業界を支えていたショーン・
マイナーが2005年に設立したワイナ
リー。ショーンは、UCデイヴィス校を卒
業後、ボーリュー・ヴィンヤードやボル
ドーのシャトー・ラフィットなどでも経験
を積んだ逸材。気軽に楽しみながら、
カリフォルニア各地の個性を反映させ
たワインを作る事をモットーとしてお
り、このカベルネもナパらしい肉厚さと
共に樽のニュアンスも優しく感じるの
で、お勧めのワインです。今回は当店
でストックしていたカリフォルニアのグ
レートヴィンテージ2013年なので、ま
とめ買いや贈答用にもお勧めです！

109206791 アメリカ/赤

”自然派天国の理想郷”
毎日楽しめるデイリーナチュール
①ラ・ヴリユ・エ・ル・パピヨンキュー・ブラン ２０１６
②ラ・ヴリユ・エ・ル・パピヨン
ル・カプリス・デュ・シャモー ２０１６
２０１２年設立。コート・デュ・ローヌ北
部アルディッシュの地では現在”自
然派ワイン（ヴァン・ナチュール）天
国の理想郷”と言われ、注目を集め
るワイン産地。１９８０年設立の大御
所マゼル、２０１０年から畑を受け継
ぐ実力派のシルヴァン・ボック、その
弟子であるメリル・クロワジェール
率いるラ・ヴリユ・エ・ル・パピヨン。
①スッキリとした柑橘系のアロマに
旨味が広がる濁り旨味系ヴァン・ナ
チュール入荷②ライチやオレンジな
どのフレッシュ＆フルーティーなア
ロマ。今の季節にオススメ

通常価格 ①2,900 円 ②3,000 円 →①,②2,500 円（税抜）

①109206178 ②109206550

数量限定 フレッシュな
オリーブオイルが50%OFF!
クノッソス
EXVオリーブオイル･レッド
クノッソスはオリーブオイル消費量世界一
位であるギリシャ産と、オリーブオイル生
産量世界一位のスペイン産で造られる、フ
ルーティーな香りと爽やかな風味が特徴
の高品質なオリーブオイル。 更にクノッソ
スのオリーブオイルは、全てが一番搾りの
エキストラバージンオリーブオイル。この
レッドラベルはフレッシュな飲むオリーブ
ジュースといった感じ。主成分であるオレ
イン酸が79.5%も含まれ、しかもポリフェ
ノールやビタミンEといった成分も豊富に
含まれています。毎日スプーン一杯、飲む
習慣をつけてみませんか？ 

250mℓ 通常価格 1,600 円 →800 円（税抜）

304009310 スペイン

おつまみにも、おやつにも！！
スタッフにも大人気のスナックが期間限定特別価格
イレッチデラトーレ スナック各種
①オリーブオイル ②シーソルト ③ローズマリー ④ピザ
イタリアらしい素材が生きたスナックは、イタリアではアンティパ
スト(前菜)としても親しまれています。どのフレーバーもお酒のつ
まみにはもちろん、軽くつまむのに最適な絶妙な味わいです。
お得なこの時期、ぜひアペリティフのお供にいかがですか？

①304009940 ②304009942 ③304009941 ④304009943 イタリア

爽やかなバジルの風味を前面に感じるパスタソース！
麻布十番シリーズ 国産バジルソース
国産のバジルを摘んですぐにペースト状にし、
コクの酸味のあるパルミジャーノレジャーノと合
わせました。速やかな加工によりバジルの風味
とグリーンの色調を損なうことなく、味も見た目
も爽やかに仕上がっています。パスタは1･6ミリ
から1.4ミリの細めのタイプが良く合います。パ
スタソースだけではなく、カルパッチョソースと
してもお使い頂けます。バジルの爽やかさとパ
ルミジャーノの旨味がよくマッチし、あっという
間に一皿食べてしまう美味しさです。

304100013 日本

150g 通常価格 450円 →400 円（税抜）

ワインクーラーセール！！ １０％OFF　
8月末まで実施中！
①アクリルウェイブパーテイーワインクーラー
②ヴィーノゴンドラワインクーラーS ブラック
①ワインやシャンパーニュボトルを５本
～６本収納の１番人気！大勢集まった
パーティーシーンにぴったりの大容量サ
イズで、クリアなボディーが清涼感を演
出します。②のゴンドラはブラックで
クールな印象のご家庭サイズ。（ボトル２
本収納可）ヴェネツィアの船のような
フォルムが素敵です。

通常価格 ①2,800円 ②2,700円 →①2,520 円（税抜） ②2,430 円（税抜） 通常価格 4,400円 →3,080 円（税抜）

①402001984 ②402002899

お家でカフェ気分が味わえるおしゃれアイテム
ドリンクサーバー&スタンドセットで30%OFF
自家製サングリアや梅酒を作ってそのままサーブできる蛇口つきの
可愛いドリンクサーバー。ガラスを通して中のフルーツ等が見えて
とっても涼しげ！スライスレモンやハー
ブを一緒に入れてシンプルにウォー
ターサーバーとしてもご利用いただ
けます。中身を入れたままの長期保存
はお避けください。食洗機使用不可。
※蓋は密閉されますので、開けながら
蛇口を使用してください。

サーバー： 403002330  スタンド： 403002359

35g(一人前) 1個 通常価格 300円 →2個500 円（税抜） 3個700 円（税抜）

30％OFF！

50％OFF！

酸化防止剤無添加

なくなり次第終了！
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通常価格 4,500 円 →

限定２４本のみ！

109108939 フランス/赤

ラングドック地方最高の生産者の一人！ペイル・ローズのシラー！！
ドメーヌ・ペイル・ローズ クロ・デ・シスト 2006

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。アプリコットや
ライチなどのアロマ。トロピカルフルーツを連想させる穏やかでソフトな味
わい。当店で不動の人気を誇る大満足の１本。低価格のシャルドネに満足し
ない方には絶対にお勧めのワイン！毎日楽しくゴクゴク美味しく飲みたい。

過去にパーカーポイント90点獲得！全世界が衝撃を受けたワイン。

イタリア/赤109206649

イタリア/泡白

デメテール認証！ SO2無添加の泡！
ピエトラモーレ ヴィーノ・スプマンテ
エクストラ・ブリュット トレッビアーノ N.V.
ブドウが育った環境を写し鏡のようにワインに反映させることを絶対条件で、
ビオディナミこそがそれを実現する唯一の方法であるとの考えでワイン造りを
している生産者です。手摘みで収穫後、ステンレスタンクで12時間のマセラシ
オン、野生酵母にて発酵。シャルマ方式で50日かけて再発酵。亜硫酸は無添
加。非常に品のある穏やかな果実の香りとは反比例するかのような力強いボ
リューム。トレッビアーノ種が
自然に持つパワーを感じます。

109206770

イタリア/赤

透明感のある金賞受賞バローロ！
クラヴェサーナ 
オーロ・バローロ D.O.C.G. 2011

109206650
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ラングドック地方三大生産者のひとりでありフランス最高峰のワインをリリー
スするマルレーヌ・ソリア女史がサン・パゴワール村のテロワールを見事に表
現したワイン。世界中からオファーが殺到しフランス国内でも手に入らない
幻の１本。クロ・シラー・レオンと共に双璧を成す代表作。僅か25hl/haという
超低収量の葡萄を使用した、シスト土壌の７つの区画に植えられたシラー種
を主体に仕込まれる幻のスペシャル・キュヴェ。世界中のシラーの最高峰とも
言える出来栄え！

ドルチェットを地上で最初に生産した元祖！
水色とピンクのラベルもキュート！
クラヴェサーナ　
イル・クル ドリアーニ・スペリオーレ D.O.C.G. 2011
ドリアーニ地区において世界で初めてドルチェットを栽培したのが このクラヴェサーナ。イタリ
ア・ピエモンテ州のワインとなると、どうしてもネッビオーロから造られるバローロやバルバレ
スコに注目が集まりがちですが、地元で気軽に楽しまれているのがこのドルチェット！ストロベ
リーやラズベリー、ブラックベリーなどのベリー系フルーツを思わせるアロマティックな香りに
スパイシーな要素がアクセント。ドルチェットの果実味とフレッシュな産、程よいタンニンがバラ
ンス良くまろやかな味わいです。水色とピンクのラベルもキュート！

109206535

2009年設立。ルドルフ・シュタイナーの提唱する「アントロポゾフィー（人智学）」に共
鳴し、ビオ・ディナミ農法を実践。サン・トーバン村の「Les Genouvrees」の自社畑の
アリゴテ種からアリゴテ好きのフランス・バイヤー久米村が最も衝撃を受けた感動
作が新入荷。パイナップルやココナッツなどのトロピカルなニュアンス。350ℓ樽にて
6ヶ月熟成。澱引後更に8ヶ月熟成。
SO2無添加。本気の1本

フランス/白

フランス・バイヤー久米村オススメ！！
今年早くも、最も襲撃を受けた本気で旨いアリゴテ入荷！
ドメーヌ・アン・ベル・リー
ブルゴーニュ・アリゴテ 2015

100101054

マルセル・カブリエは、ジュラ地方でワインの生産量№1のラ・メゾン・デュ・ヴィ
ニュロン社が製造するクレマン・ド・ジュラ(シャンパーニュと同様の製法で造る
発泡性ワイン)のブランド名です。シャルドネ100％で仕込まれたこのワインは、
グレープフルーツやレモンなどの華やかな香り、生き生きとしたフレッシュな果
実味、柔らかく上品な味わい。幅広いお料理に合わせられるので家飲みのス
パークリングとして最適です！！

フランス/泡白

フリットなどと相性◎ 今の季節に選びたいジュラワイン！！
マルセル・カブリエ
クレマン・ド・ジュラ ブリュット N.V

フランス/ロゼ109206736

こんな美味しいロゼワインを探してました！
白でもない、赤でもない、これがロゼワインなんです！！
マス・デ・ブルース
コトー・デュ・ラングドック ロゼ・デ・ブルース 2016
ラングドック地方の小さな蔵元であり、1997年にジェラルディーヌ・コンブ女史がバンドール最高の生
産者ドメーヌ・タンピエのオーナー一家であるグザヴィエ・ペイロー氏とともに立ち上げたワイナリー。
年間30,000本程度と小規模生産ながら、フランスでのワインガイド年鑑“LE GUIDE des meilleurs 
vins de France”において2つ星★★を獲得し注目を集める。このロゼは、直接圧搾のサンソーにセニ
エしたシラーなどを用いた逸品！焼いたザクロやプラムのような独特の
風味が心地よい、誰もが納得のロゼワインが新入荷しました

12,800 円（税抜）

109006946 フランス/赤

クロード・デュガと全く同じスペックで醸造される衝撃作!!
ラ・ジブリオット ブルゴーニュ・ルージュ 2015
2002年初リリース。ジュヴレ・シャンベルタン村にてカルト的人気を誇りDRC
やドメーヌ・ルロワと並びブルゴーニュ四天王に例えられるトップ・ドメーヌで
あるクロード・デュガの子供達が契約農家の葡萄を使用し高品質なワインを
少量づつリリース。約30のサンプルの中から家族全員でピノ・ノワールの芳
香と個性を重視し厳選。クロード・デュガの伝統的技術とオーク樽で熟成。圧
倒的スペックの1本。

3,800 円（税抜）

109206730 フランス/甘口白

店長の心の品種マンサン種を用いた極上の甘口！
ドメーヌ・クロ・ラペイル ジュランソン・モワルー 2014
1985年設立。バスク地方の巡礼路に位置するサリーズ・ド・ベアルン村で先
祖代々続く家族経営のドメーヌ。早くから協同組合を脱退したジャン・ベル
ナール・ラリュが栽培から瓶詰めまでを行い「ワインは葡萄畑から造られると
いう考えの下、醸造は最小限の手を加えるだけ」というポリシーを守り続け、
今ではジュランソンを代表する伝統的なドメーヌのひとつとして注目を集め
る。ドライパイナップルやパッションフルーツのような華やかで嬉しくなる香り
と味わいが魅力的です！

109206338 フランス/赤

ジュヴレ・シャンベルタン最高生産者が仕込む極上のパストゥグラン！ 
ドメーヌ・トラペ  
ブルゴーニュ・パストゥグラン ア・ミニマ 2015
1868年から6世代にわたってジュヴレ・シャンベルタン村でワイン造りを行う、この村最高の
生産者の一人。1996年からは栽培にビオディナミを取り入れさらに飛躍。ガメイをブレンド
したこのパストゥグランはジュヴレ・シャンベルタン村の「Grands Champs（グラン シャン）」
の区画に植えられた樹齢50年のブドウを使用。ピノ･ノワールの繊細さとガメイの華やかさ、
芯に持つ力強さが絶妙に重なった1本。2015年ヴィンテージの豊かな果実味が心地よく、今
まで飲んできたどのパストゥグランとも違う、素晴らしい1本です！ 

2,500 円（税抜）

雨の日に飲みたいスッキリワイン！
①レ・ジャメル ヴィオニエ
②レ・ジャメル シャルドネ

①109101530  ②109101529② フランス/①白・②白①

2,400 円（税抜）

「ワインの王様」とも言われるバローロ、こちらは若くして王位についた端正な顔つきの王と
いった印象。透明感があり、親しみやすい味わい（雰囲気）は多くの支持を得られると予想さ
れます。この価格でD.O.C.G.バローロが楽しめるのは頼もしいかぎり！熟したチェリーやス
ミレのような香りに、ココアやチョコレートを想像させてくれる 香ばしい風味が余韻に漂い
ます。チャーミングな酸と優しいタンニンが絶妙で、 抜栓後1週間かけて飲んでも十分楽し
める品質。ここ数年、世界各地のコンテストで金賞受賞してい
るのもうなづけます！ 赤身肉の料理や熟成チーズとともに。 3,500 円（税抜）

新入荷！

3,600 円（税抜）

各1,200 円（税抜）

イタリア・ラツィオ州において、“自然”に対して徹底的に敬意をはらう農法を実践す
る『レ・コステ』。シンプルかつ自然な旨みがそのまま味わえます！①（ブドウ品種：プ
ロカニコ、マルヴァジーア、ロシェット、ヴェルデッロ、ペティーノ、ロマネスコ）短期間
のマセレーション。フレンチ・オークとスラヴォニアン・オークの10hl樽で12ヵ月の
熟成。②（ブドウ品種：グレゲット）スラヴォニア産オークの樽でマロラクティック醗

酵後、そのまま1年間の熟成。月が沈んでいく
ときに瓶詰めを行い、さらに数ヶ月熟成。

やさしく美しい自然派イタリアワイン！
レ・コステ
①ビアンコ 2015　②ロッソ 2015

①109106992  ②109203785② イタリア/①白・②赤①

3,600 円（税抜）

通常価格 2,300 円 →1,980 円（税抜）

通常価格 3,500 円 →2,800 円（税抜）

数量限定特別価格

通常価格 3,500 円 →3,250 円（税抜） 4,500 円（税抜）① 3,700 円（税抜）②



24本限定！

24本限定！36本限定！

109206409 スペイン/赤

スペイン/白

極上のシェリーに使用される品種ペドロ・ヒメネス。こちらは世界でも他にな
いスティルの白ワインとして造られた希少品です。深い琥珀の輝きと類まれ
なる香りは、ほかに例えようのない魅力を感じます。ぜひ飲んでペドロ・ヒメネ
スの個性を体感していただきたい白ワインです。現在の当主ホセ・アントニオ・
サルサナ氏はペドロ・ヒメネスに情熱をそそぐ稀有な男です。

109205444

世界でも類を見ないペドロ・ヒメネスの白ワイン！
ボデガス・ヒメネス・スピノラ
エクセプショナル・ハーヴェスト 2016

"SAKURA" Japan Women's Wine Awards 2018
ダブルゴールド受賞！！
パゴ・カサ・グラン　
カサ・ベナサル クルクス 2014
女性が審査員を勤めるサクラアワードジャパン2018で見事ダブルゴールド
を受賞し、注目を集めるワインです。バレンシア地方で真摯に有機栽培に取
り組むパゴ・カサ・グランが古木のモナストレルの豊かな魅力を存分に引き出
した赤ワイン。有機栽培ブドウを100％自然酵母で発酵。力強いベリーのア
ロマと長い余韻が楽しめます。濃厚かつピュアな
果実味は食欲をそそります。

5

2,350 円（税抜）

109008410 ドイツ/白

これは面白い！？ドイツのピノ･ノワールから造られる【白】ワイン！
ヴァイングート・テッシュ ディープ・ブルー 2015
「ヴァイングート・テッシュ」は1723年の創立以来、テッシュ一族により代々経
営される長い歴史と伝統を持つワイナリー。ドイツの主力新聞「フランクフル
ター・アルゲマイネ誌」が選ぶ2012年ワインメーカー・オブ・ザ・イヤーにも選
出され、注目度も高い。この白ワイン、ディープ・ブルーは黒ブドウのシュペー
トブルグンダー(ピノ・ノワール)から造られた辛口の白ワイン！マイルドでフ
レッシュな酸味、梅やサクランボのような風味が特徴の他には無い白！キッチ
リ冷やした状態から温度を上げていくと美味しい。 

109206804 スペイン/泡

「カヴァ」の名を世界に知らしめた老舗メーカー！
コドーニュ  グラン・バック N.V.
1551年にスペイン北西部のカタルーニャ地方のペネデスで創業。当時の当
主、ホセ・ラヴェントスはシャンパーニュに負けないカヴァを造るべく、シャン
パーニュ地方へ修行し、製法を学び見事1872年にスペインで初めてシャン
パーニュ方式でカヴァを造ることに成功しました。このキュヴェはカヴァのブド
ウ３品種に、シャルドネを加える事により長期熟成をも視野に入れています。
魚介類の前菜から温菜まで、お食事がすすむ楽しいくなるワインです。

アメリカ/赤

ナパ・ハイランズは、先日の「ホンマでっか！？ＴＶ」で放映後に一瞬で蒸発した、奇跡
のワイン！あの明石家さんま氏が2017年の買って良かった物ランキングで見事、
第3位に選ばれたワインです。ワインとしては、唯一選ればれたので、ワイン好きの
皆様は是非とも試してみたいのではないでしょうか！？畑はナパの中でも銘醸地と
されるオークヴィルとヨントヴィルの2つを使用し、仏樽と米樽を使用し、樽熟成
20ヶ月(新樽率なし）。ワイナリーはオーパス・ワンと面して
いるのですが、10分の1という嬉しい価格！

109206177

ほんまでっか！？TVでさんまさんが大絶賛したナパの極上のカベルネが奇跡の入荷！
ナパ・ハイランズ
カベルネ・ソーヴィニヨン ナパ・ヴァレー 2015

4,800 円（税抜）

オーストラリア/赤

オーナーでありワインメーカーであるアツコ・ラドクリフ(小林敦子）さんは、女性
にとって門戸の狭かった80年代からワインのお仕事をされていました。ココ
ファーム、都農ワイン、など国内の有名なワイナリーで修業を積んだ後に、フラン
スやオーストラリアでも研鑽を積み、見事2013年12月にスモールフォレストを立
ち上げる事が出来ました。シドニーから3時間ほどのハンター・ヴァレーの標高が
高い畑のブドウを使用し、エレガントで繊細な味わいを表現しています。他のシ
ラーズとは一線を画すウアッパーハンターらしい味わい！

109206802

日本人醸造家「小林敦子」女史が豪州で生み出す極上のワイン！
スモール・フォレスト
シラーズ アッパーハンター 2016

3,800 円（税抜）

3,400 円（税抜）

チリの名門エラスリスのクオリティの高い自社畑シリーズが入荷！
ヴィーニャ・エラスリス エステート
①ソーヴィニヨン・ブラン 
②ピノ・ノワール

①109009709  ②109102231

1870年に創業した伝統ある造り手。「世界で最も優れたカベルネを生み出す」と
いうアコンカグア・ヴァレーを、ほぼ単独所有するチリの名門エラスリス。他のチリ
ワインとは一線を画す独特の造りでチリとは思えない味わいで多くのプロが納得
した味わい！定番のカベルネも間違いない美味しさですが、ソーヴィニヨンやピノ

もかなりレベルの高いワインです。洗練されており、華やかでありながら、清涼感あふれ、バランスの良
い酸とキレも良く、クリーンな余韻が残ります。

① ② チリ/①白・②赤①109101576  ②109102781 ニュージーランド/①白・②赤

②通常価格 2,300 円 → 通常価格 各1,500 円 →2,000 円（税抜）①通常価格 1,800 円 →1,700 円（税抜）

蒸し暑くなる季節の定番商品！この価格では敵無しのストラタム！
シャーウッド・エステート ストラタム
①ソーヴィニヨン・ブラン ２０１６
②ピノ・ノワール ２０１６
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。白赤ともにレベルの高さは当店でもお

墨付き。冷涼感をしっかりと感じる味わいは、フランスワイン好きの方にも飲んで頂きたいワイン。

① ②

109109476 アメリカ/赤

当店人気のナパワインの689より
バックヴィンテージが36本限定入荷！
シックス・エイト・ナイン ナパ・ヴァレー レッド 2015
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会社として長年
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。689の数字が印象的なラベル。「6」は
幸福、「8」は豊かさ、「9」は長寿を意味します。赤系果実が溢れんばかりに広がり、ブ
ラックチェリーやワイルドベリー、リコリス等も層を成します。ソフトで甘いタンニンと
スモークしたスパイス香を持つセクシーなフィニッシュが
特徴。 海外の有名レストランでオンリスト増加中！ 3,300 円（税抜）

109200966 アルゼンチン/赤

チリとアルゼンチンの架け橋となる名門ワイナリーのマルベック！
モンテス メンドーサ
カイケン・マルベック・レゼルヴァ 2015
チリの最高峰のワイナリー「モンテス社」がアルゼンチンで造るハイ・コストパフォーマン
スワイン。もともとボルドーや南西地方で造られていたマルベックですが今ではアルゼン
チンを代表する品種。濃厚でプラムや黒系果実の華やかな香りと、黒胡椒、八角などのス
パイスのニュアンス。程よく濃い仕上がりですが、まろやかなタンニンと、長い余韻！この
価格では、これ以上ないほどの素晴らしい仕上がり！チリとアルゼンチンは、競合国として
敵対していますが、このカイケンは、
両国を取り持つ素晴らしいワイン！

各1,380 円（税抜）

南アフリカのワインのレベルの高さにうっとり！普段飲みにお勧めなワイン！
①ステルハイス・ワインズ ピノタージュ 2014
②ステルハイス・ワインズ シュナンブラン 2015

①109202292  ②109202681

ステハルイスという名前は南アフリカの言葉で「光の家」という名前なのですが、その名が
指すようにプレミアムワインへと夢や思いが込められています。ステレンボッシュのボタラ
リーヒルという標高300m～500mで海岸からの冷涼な風により果実と酸のﾊﾞﾗﾝｽの良い
ワインが造られています。南アフリカならではの品種ピノ･タージュは口中に広がる果実味
がありながら、タンニンは滑らかで、幅広くお食事にあわせる事ができます！これからの季

節ですと屋外やBBQにもおススメです！シュナン･ブランは程よい果実感と、ピンクグレープフルーツのようなフレ
ッシュな酸が後から追ってきて飲み心地抜群です！

① ② 南アフリカ/①白・②赤

通常価格 各2,000 円 → 各1,850 円（税抜）

今、注目されている南カリフォルニアの
サンタ・バーバラよりコスパワイン発見しました！
①シーグラス リースリング モントレー 2016
②シーグラス ピノ・ノワール サンタ・バーバラ 2016

①109200708  ②109205876

コストパフォーマンス抜群でファンを魅了する南カリフォルニアの優良生産者シーグラ
ス。生産地であるサンタ・バーバラヤモントレーは、ロサンゼルスから車で２時間くらいに
位置する風光明媚なリゾート地。冷たい海流が２方向から涼しい風が吹き込むので、日中
は暑く、夜間は冷え込むような、冷涼な気候なのでエレガントなワイン産地として今、とて
も人気を集めています。ピノは、赤系果実にやさしいバニラのニュアンスと、優しい酸が口

中で広がります。リースリングもほんのり甘く、とても
素晴らしいです。是非、一度お試しください。

① ② アメリカ/①白・②赤

2,300 円（税抜）① 2,600 円（税抜）②

通常価格 2,200 円 →1,850 円（税抜）

通常価格 3,000 円 →2,500 円（税抜）

通常価格 1,950 円 →1,800 円（税抜）

期間限定！



冷蔵品 数量限定

暖かい日でも美味しい！食品やチーズも揃ってます！暖かい日でも美味しい！食品やチーズも揃ってます！
冷製スープといえばガスパチョ！
時間のない朝などにも
イダ ガスパチョ
ご存知とは思いますが、ガスパチョとはス
ペインを代表する冷製スープ。毎年一回、
この時期だけに入荷するイダ社のガスパ
チョはトマトをメインにたっぷりの野菜と
EXVオリーブオイルを使用し、フレッシュで
爽やかな味わいに仕上
げてあります。瓶のまま
冷蔵庫で冷やし、飲む際
はお皿に移すだけで
OK!お好みでキュウリや
ハムの千切りなどをトッ
ピングしてもボリューム
UPし美味しくなります。
食中のスープとしてはも
ちろん、イマイチ食欲の
ない時や時間のない朝、
二日酔いの朝などにい
かがですか？

750g 680 円（税抜）

304009310 スペイン

様々なバリエーション 南仏の香り漂うオリーブ！
バルニエ･オリーブ
①アンチョビ入りGオリーブ
②プロヴァンス風Bオリーブ
③カクテルオリーブ
④プロヴァンスハーブ入りGオリーブ
バルニエ･オリーブはフランス･ラングドック地方で1936年に創立さ
れた、オリーブマリネのスペシャリスト。地中海地方の香辛料やハー
ブなどを使用し、様々なバリエーションのオリーブを製造していま
す。①グリーンオリーブの種を取り、アンチョビペーストを詰めまし
た。白ワインとご一緒に。②完熟ブラックオリーブとプロヴァンス
ハーブを合わせました。ス
パークリングワインといか
が？③3種のオリーブと赤と
黄色のパプリカも入っていて
見た目も色鮮やか！パーティ
に最適。④グリーンオリーブ
とプロヴァンスハーブを合わ
せました。プロヴァンス産の
白、泡、ロゼと楽しみましょう！

115～125g 650 円（税抜）

①304009199 ②304100023 ③304100024 ④304100025 フランス

フランス･パリ発
上品な酸味のヴィネガーです！
ア･ロリヴィエ
①赤ワインヴィネガー ②シードルヴィネガー 
「ア・ロリヴィエ」は1822年創業、フランスの老舗オ
リーブオイルブランド。今年2月のDMでは白トリュ
フ･オリーブオイルを皆様にご紹介しましたが、今回
はこれからの梅雨時期にピッ
タリなヴィネガーをご紹介。フ
ランスならではの産地別の
ヴィネガーです。①ワインの
名壌地、ボルドー地方産のワ
インで造った赤ワインヴィネ
ガー。キャロットラペや骨付き
チキンのさっぱり煮込みなど
にいかが？②リンゴの名産
地、ノルマンディ地方産のリン
ゴを使用したシードルヴィネ
ガー。オリーブオイルと合わ
せてドレッシングにしたり、魚
介類との相性も抜群です。

250ml 1,050 円（税抜）

①304100026 ②304100027 フランス

父の日の贈り物にも◎！！
ワインだけじゃなく日本酒とも
相性抜群です
ミモレット24ヶ月熟成
“半分やわらかい”が語源のミモレットを約
２年近くにわたって熟成させることによっ
て、チーズに含まれる水分が少しずつ抜け
ていき、旨みとコクが凝縮され、うにやから
すみにも形容される味わいになります。ワ
インはもちろんですが、日本酒とも相性抜
群！父の日に日本酒やワインに添えて一緒

にプレゼントされてみ
ては・・・

80g 1,340 円（税抜）

304009176 フランス

ワインと一緒に楽しむために
考案されたオイル漬け！
キポス
①グリルドマッシュルーム･クリームチーズ入り
②スィートチェリーペッパー･クリームチーズ入り
キポスはギリシャ国内の契約農場の厳選された素材を使用した
オイル漬け①濃厚な羊のフェタチーズと酸味のある山羊のフェ
タチーズをブレンドし、滑らかクリーム状にしたチーズをハーブと
スパイスで香ばしくグリルしたマッシュルームに詰めました。②玉
ねぎやニンニク、マスタードが入ったスパイシーながらまろやか
なに仕上げたクリームチーズをフルーティでピリッと辛いチェ
リーペッパーに詰め
ました。どちらも「ワ
インと一緒に楽し
む！」をコンセプトに
考え作られた一品。
あなたならどのワイ
ンと合わせます？

230g 800 円（税抜）

①304100031 ②304100032 ギリシャ

ハニーハンターの採取する
貴重な蜂蜜
野生黒蜂蜜
インドのほぼ中央、ベンガルタイガー
が住む動物自然保護区内でハニーハ
ンターの採集する貴重な蜂蜜。水あ
めなど一切使用していない100％
ピュアハニーです。氷温熟成により蜂
蜜の本来もっているアミノ酸成分を
十分に引き出
し旨みたっぷり
の蜂蜜になり
ます。黒蜜のよ
うなこっくり濃
厚な旨みはお
料理の隠し味
としても◎

180g 1,280 円（税抜）

307002264 インド

石巻市から旨味の詰まった
大粒の牡蠣の缶詰が届きました！
木の屋石巻水産
①牡蠣の燻製 油漬け ②牡蠣の水煮
宮城県石巻市で歴史と信頼のある水産加工メーカーから、
2種類の牡蠣の缶詰をご紹介し
ます。宮城県産の牡蠣だけを使
用、いずれも10粒ほどの大ぶり
な牡蠣がたっぷり詰まっており
ます！①牡蠣の燻製油漬け・香り
の強い桜のチップで燻製し、ク
セの少ない綿実油に漬け込み
ました。残ったオイルもパスタな
どにご利用下さい。②牡蠣の水
煮・素材の味を活かした水煮に
仕上げております。煮汁にも旨
味が詰まっておりますので、お
料理にご利用下さい。いずれも
牡蠣の旨味がギュッと詰まった
自慢の逸品ですよ！

115～125g ①650 円（税抜）  ②550 円（税抜）

①304100040 ②304100041 日本

冷蔵品

クセが少なく、クリーミー！！
コインサイズのシェーブルチーズ
ロカマドゥール
巡礼の街として名高いフランス・ケルシー地方に
ある街の名前でもある“ロカマドゥール”近辺でつ
くられる35gの小ぶりなシェーブルチーズ。小さい
分熟成も早く、見つけた時が食べ頃です。山羊乳
特有のクセも少なくミルクの風味がクリーミーな
ので、とても食べやすいシェーブルチーズです。一
般的にシェーブルタイプのチーズは白ワインと相
性が良い、言われていますがロカマドゥールは赤
白どちらのワインとでも美味しくいただけます。今
の時期でしたら南仏のロゼがオススメです！

約35g 500 円（税抜）

307002266 フランス

伝統的製法のテリーヌ＆リエットを
今夜のワインのお供に！
ロジェ ヴィダル
①鴨のテリーヌ（バルサミコ酢入り）
②チキンのリエット（白ワイン入り）
ロジェ ヴィダル社は、40年以上に渡り
フランスの伝統的なレシピで上質なテ
リーヌやリエットを作り続けています。
①鴨のテリーヌ（バルサミコ酢入り）・良
質なフランス産の厳選された鴨肉を使
用。ほのかに甘いバルサミコ酢がアクセ
ントとなり、鴨肉の美味しさを一層引き
立てています。フランスパンやトースト
に塗ってお楽しみ下さい。②チキンのリ
エット（白ワイン入り）・同じく良質の鴨
肉に白ワインを合わせてリエットに仕上
げました。爽やかな味わいながら、後を
ひく美味しさです。こちらもパンやク
ラッカーとともにお楽しみ下さい。もち
ろん２つともワインのお供に最高！です。

90g 850 円（税抜）

①304100042 ②304100043 フランス
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②

② ④

650 円（税抜）

通常価格 ①4,000 円 ②3,500 円 →①3,600 円（税抜）  ②3,150 円（税抜） 通常価格 各33,000 円 →29,700 円（税抜）

1,100 円（税抜） 1,700 円（税抜）

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

新入荷！

特別価格！ 正規品！

箱買いでお買い得♪

ギフトにおすすめ！

※専用革ケース・保証付き

特別価格①3,780 円  ②3,600 円  ③④5,400 円 ①1,300 円  ②3,800 円

スタッフお気に入りのワイングッズをご紹介♪スタッフお気に入りのワイングッズをご紹介♪
①402003094 ②402003340 ③402002416 ④402003367

PARTY応援割引！
ハイコスパグラスは箱買いがとってもお得！

グラスバイヤーが常に探しているものの1つが
“1,000円前後で高品質なワイングラス”。
もちろん1脚からご購入頂けますが、当店では保
管に便利で持ち運びにも向いている“箱買い”を
オススメしています！
シュピゲラウやショット・ツヴィーゼル、木村硝子店
のご自宅で気兼ねなく使えるグラスから、人気の
ワインバーも使っているプロ使用の品から、国際
規格のテイスティングラスも対象商品！ちなみに
バイヤーイチオシはオーディエンス・ブルゴー
ニュ。
丈夫で人気の高い逸品です。
4脚や6脚単位でお買い求め易くなるこのキャン
ペーンをお見逃しなく！

最近店頭でも人気を集めてきたオランダ生まれのワインメーカー“バキュ
バン”から新商品のご紹介♪通常の“コの字型のフォイルカッター”でなく
クリップのように摘んで回し、4枚も
刃がついたタイプが新登場。
コの字形より耐久性がぐっと強く壊
れにくく、長くご利用頂けます。
使わない時はコルク・ディスプレイと
してもご利用も可能！またレバー式の
コルクスクリューはワインのボトルに
はめ、レバーを上下に動かすだけでコ
ルクが抜ける優れもの。
色も落ち着いた色合いでフォーマル
なシーンにもご利用頂けます。
あまり力が要らないのでプレゼントに
も人気が出そうです。
ギフトにもすぐに使える今後も高品
質ワイングッズから目が離せない！

①国際規格テイスティンググラス
②ショピゲラウ サルーテ ホワイトワイン
③木村硝子店 ＲＯＮＡ マロン15OZ
④ショット・ツヴィーゼル オーディエンス ピノ・ノワール

404000247

これなら折れない?! 柔軟性抜群キャップシールと
カッコイイのに楽々抜栓！ラビットコルク抜き！
バキュバン
①フォイルカッター 4Knives
②レバー式コルクスクリュー バーティカル

当店でも人気の高いオー・シリーズの中でも特に人気の高い白ワイン用のグラス。少し大きめ
なグラスより小ぶりなグラスの方がご自宅用では使いやすいですよね。また箱に入れれば簡単
に持ち運びも
楽々！リピー
ターがとても
多 い 人 気 商
品。簡単なプ
チギフト、御中
元などにも喜
ばれます。

オーストリア①402001669 ②402001271

リーデル10％オフ実施中！
気軽に使える人気のオー・シリーズも対象してます！
リーデル オーシリーズ
①シャルドネ ②カベルネ・メルロー

403002860

旅行に持っていくワインも
小分けにできます！

150年以上もの間多くの人に愛されてきてい
るイギリスの老舗ガラスメーカー。
ガラス製の蓋と密閉
用のゴムパッキンを組
み合わせたクリップ
トップが人気シリーズ
の1つ。
オイルやドレッシング
等、調味料を入れて置
くのはもちろん、試験
前などにはワインを少
しずつ小分けにできる
ミニボトルは何かと便
利です！

KILNER
ミニクリップトップボトル
70ｍｌ

407001655

ハンドルが竹製のナチュラル感ある
ソムリエナイフが登場

粋なデザインのインテリア雑貨などを扱うイタリアの
ブランド『ダルトン』ボディの部分が竹製というなんと
もナチュラルな印象のソムリエナイフが入荷しました。
フックは抜きやすい二段式、マットなステンレスも落ち
着いた雰囲気を出してくれます。
カジュアル使いにぴったりです。
素材:ステンレススチール、竹

DULTON
ソムリエナイフ バンブー

403002581

ハードリカーがお好きな
お父様にぴったり！

本皮のミニケースに入った、ウィスキーカップ。
アウトドアにももってこい。
ポケットに忍ばせいつでもかっこ良く決めちゃいましょう！
３個入りなので、皆で美味しさをシェアできますね♪
30ml

革ケース入り
ステンレスカップ 3P

通常価格 ①6脚で4,200円 ②４脚で4,000円 ③④6脚で6,000円→

今年で25年目を迎えるシャトーラギオールの人気商品のご紹介！フラン
ス国王ルイ16世とマリー・アントワネット王妃に向けられて贈られた樹
木をハンドル部分に使用した由緒正しい逸品です。②は世界ソムリエコ
ンクール１９８８年度準
優勝者エリック氏のコ
ンテストモデル。ハンド
ル部分にシリーズで唯
一カーボンファイバー
を採用しクール＆モダ
ンなスタイル。男性へ
の人気No.１です！

フランス①402001953 ②402001002

シャトーラギオール特別割引実施中！！
スペシャルギフトもお任せください！
①マリーアントワネット　チューリップツリー
②エリック・ボーマールモデル
①マリーアントワネット　チューリップツリー
②エリック・ボーマールモデル

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！！

1987年より本格的始動。現在、ボー
ジョレ地区モルゴン村でマルセル・ラピ
エールと並び四天王の一人に数えられ
るギィ・ブルトン！約２ha弱の区画に植
わるガメイ種から生まれる優美で繊細
なスタイルを持ち合わせる素晴らしい
味わい。天然酵母での発酵、SO2は全
く使用しない本物のヴァン・ナチュー
ル。イチゴやラズベリー、スミレなどの
複雑ながらシンプルな構成。ピチピチ
と弾ける果実感が素晴らしい。

１８７７年創設。クリュ・ボージョレのひ
とつであるコート・ド・ブルイィと共に
生きてきたコート・ド・ブルイィを代表
する家族経営のシャトー。
１４０年の時を経て五代目の現オー
ナーであるクロード・ジョフレ氏に引
き継がれ、フランスを代表するクリュ・
ボジョレーの銘酒として、フランス国
内外で広く知られている。所有する７
つの区画の葡萄を使用した名刺代わ
りのキュヴェ。９５/１００点獲得。最高
評価獲得！

①403002857 ②403002867

ナッツ、調味料、小物類など
色々のせて可愛いく見せましょう

インドネシア

各600 円（税抜）

210g 1,380 円（税抜）

限定36本

バイヤーイチオシ！

数量限定

日本初入荷

250g ①350 円（税抜） ②400 円（税抜）

3,500 円（税抜）

4,400 円（税抜）

3,200 円（税抜）

縦約9.5cm、横約6.5cm、
お皿部分（丸）約7cm

フランス/赤109206734 フランス/白109206552フランス/赤109203904

2,300 円（税抜）

①1,900 円（税抜）  ②2,400 円（税抜）
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シャトー・ティヴァン　
コート・ド・ブルイィ
レ・セット・ヴィーニュ ２０１６

日本“初”入荷！ 世界中の
TOP生産者が消費する1本！

109206767

"サテン”はフランチャコルタ特有のス
タイルで、シャルドネやピノ・ビアンコ
のみが使用可能でピノ・ネーロなど黒
ブドウはもちろんNG。
またビンの中の気圧が4.5以下のとき
だけ『サテン』と名乗ることができま
す。こちらのサテンはシャルドネ
100％で造られていますが、ステンレ
スタンク熟成のシャルドネと、樽熟成
のシャルドネをブレンド。軽くグリーン
を帯びた輝きのあるストローイエ
ロー。軽快でフレッシュな香りに、ク
リーミーでなめらかなまるでシルクを
彷彿とする舌触りが特徴的。新鮮な
アーモンドや上品に薫るバニラのよう
な香りと、しっかりとした酸が最後ま
で残ります。

マルケーゼ・ディ・ラモーサ
フランチャコルタ D.O.C.G.
サテン N.V.

シャルドネ100％の
フランチャコルタ『サテン』！

イタリア/泡白

307002272

ワイン界のジャンヌダルク・新井順子氏
が茨城県の銘酒「一人娘」の蔵元[山中
酒造店]とタッグを組み、ペティヤンを
仕込みました。ナチュラルワインの製法
の一つに発酵途中のワインを瓶詰し、
微発泡のワインを作る手法があり、そ
れを日本酒に応用させた和製ペティア
ン・新酒を意識した１回だけの醸造。さ
わやかさな微発泡に包まれながら、
77％精米の「吟のさと」の旨みにやさし
い酸味が溶け込み、梨や青い果実の香
りが上り、「豊潤な甘み」「酸味」「旨味」
が絶妙なバランスで混ざり、余韻も美
しい。「にごり」は澱も糖度も少し多め
だが、気にならない美味しさ！
数量が少ないのでご興味ある方は、即
お尋ね下さい！

旬の採れたて“粒より苺”
を摘みたてそのままに
ギュっとコンフィチュール
にしました。ジャムという
よりもコンポートのような
粒感と、季節の苺ならで
はの甘酸っぱい香りとプ
チプチした触感が楽しめ
る一品です。
｢とろとろ｣で｢ふわり｣と
した口の中で溶けてしま
うような食感がたまらな
い美味しさ。

春摘み苺のコンフィチュール

可愛らしい見た目も◎
あっという間に完売した幻のジャム

日本

①402003394 ②402003395

薬味皿としてはもちろん、ちょっとお菓子など乗せるの
ぴったりの可
愛らしいお小
皿。いくつか
並べると猫
ちゃんがいっ
ぱいで賑やか
になります♪
テーブルが和
みますね。ウ
レタン塗装

大人気国産バーグッズメーカー“BIRDY”が満を持して
発表したワインクロス！吸水性、機能性はバイヤー堺の
ハートを鷲掴みに
しました・・・。ケバや
汚れでなかなか納
得の行くクロスに
出会えていない方
にぜひお試し頂き
たい日本製のこだ
わりの逸品です！

Mio まめざら ①トラ②ブチ

BIRDYグラスタオル　
①Mサイズ（40x70cm）②Lサイズ（40x90cm）

雑貨バイヤーが感動した渾身のグラス拭き！
やっと見つけたすごい吸水力！グラスタオルはこれに決まり！

日本

109206753

順子 純米酒 ペティヤン吟のさと 

新井順子氏と人気日本酒蔵元[山中酒造店]が
タッグを組んだ日本酒ペティヤン！

日本

①304100037 ②304100038

ロスティとはジャガイモの細切りをフライパンで炒め、表
面がカリカリになるまでこんがりと焼いたもの。元々は
スイス･ベルン州の農家の典型的な朝食だったのです
が、今ではスイス全土で食べらており、スイスの名物料
理となっています。スイスデリス社のロスティは油も味
付けも一切不要。フライパンで12～15分中火で焼くだ
けで、外はカリカリ、中はホクホクのロスティが完成！ 
ジャガイモの美味しさたっぷりの本場の味わいをお楽し
みいただけます。シンプルな塩味とグリュイエールチー
ズ入りの2種。

スイスデリス ①ロスティ
②ロスティ･グリュイエールチーズ入り

スイスの国民食的
ジャガイモ料理がこのロスティ！

スイス

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。２０１５年より新
たに取得した区画の葡萄を使用した
NEWキュヴェ。ドメーヌ・ルフレーヴの
樽で１８ヶ月以上熟成させた絶品。
レモングラス、洋ナシなどの黄色い果
実、トーストやナッツなどの複雑で香ば
しいアロマが最高の１本

リュック・ボエ
ル・グランジェオン・マノ ２０１５

出会えたこの奇跡に感謝。
心に染み渡る本物のワイン。

ギィ・ブルトン
モルゴン ２０１５

ピチピチ美味しく、
身体に染み渡るガメイはいかが？

通常価格 4,300 円 →3,980 円（税抜）

109206792

1976年のパリ・テイスティングで勝
利した「シャトー・モンテレーナ」のマイ
ク・ガーギッチが惚れ込んだロシア
ン・リヴァー・ヴァレーの銘醸畑バチガ
ルピ・ヴィンヤードの熟成シャルドネで
す！全米でも最高のシャルドネを生産
あるロシアン・リヴァー・ヴァレーの熟
成したシャルドネがこの価格で手に
入る事は奇跡とも言えますので、是
非、お試しください！手摘み収穫し、フ
レンチオークにて、発酵、熟成させて、
熟成により、金柑やカリンにパイナッ
プルや栗のニュアンスまで複雑に味
わいます！輸入元にも完売となった幻
の1本！

マクレイ・ファミリー・ワイナリー
シャルドネ ロシアン・リヴァー・
ヴァレー 2008

シャトー・モンテレーナに使用されてた
高品質のシャルドネの古酒が入荷！

アメリカ/白

通常価格 4,000 円 →3,500 円（税抜）


