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②限定

3本

①限定

1本

限定

3本

圧倒的な凝縮感で“神の領域”とさえ言われており、世界レベルでみてもトップワイナリーの１つと評価
されているダル・フォルノ・ロマーノ。①のアマローネは、1本のブドウ樹からグラス1杯分しかとれないほ
ど･･･果実味と深み、どれをとっても偉大さを感じます。②はデキャンタ誌で84本のヴァルポリチェッラ・
スペリオーレの中から最高評価を獲得！ここまでの領域にたどり着いたワインはほかにはないでしょう。
①②ともにブドウ品種は、コルヴィーナ/コルヴィーナ・グロッソ/ロンディネッラ/クロアティーナ/オゼ
レータ。熟成はオーク樽で24ヶ月（新樽率100％）、瓶熟成36ヶ月以上。

Vol.792018

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

限定

12本

①45,000 円（税抜） ②13,000 円（税抜）

WINE MARKETPARTY
ネットショップ

ワイン12本もしくは2万円以上お買い上げの場合
（お届け先1箇所につき）

送料無料
クール代は別途頂戴いたします

9/1(土) 13：00～18：00
真の世界の支配者ロスチャイルド家試飲！
バロン・ロスチャイルドの手がけるシャンパーニュとメドック１級シャトー・
ムートン・ロートシルトの2杯で5,000円。
まだまだ暑さの残るこの時期に飲みたいシャンパーニュと飲み頃を迎え
た（？）ムートン・ロートシルトを楽しみましょう!!
※テーマは変わりませんが、試飲ワインが変わる可能性があります。
　
9/2(日) 13：00～18：00
最高峰の豪州生産者“バス・フィリップ”試飲
オーストラリアの最高峰ピノ・ノワールと言えば、真っ先に声が上がる「バ
ス・フィリップ」今回は、良作年にしか生産されないシャルドネや、新ヴィン
テージのピノ・ノワール・ロゼを試飲していただけます。詳細はＨＰに記載
致します。一切の妥協を許さない職人のワインをご堪能ください！
　
9/8(土) 13：00～18：00
シャトー・ソシアンド・マレのトップキュヴェ、
ジャン・ゴートローを知る！
格付け外のシャトーながら素晴らしいワインを造り、飲み慣れたワインラ
ヴァーの心を掴んで離さないソシアンド・マレ。当主の名を冠したジャン・
ゴートローは1,500樽造る中の僅か15樽のみ仕込まれる蔵元のトップ
キュヴェであり、その品質は2級シャトー並(以上)とも言われる。今回は1
級シャトーの味わいがすると言わしめる2001年、猛暑の年の2003年を
比較試飲していただきます！2杯セットで1,500円！！
　
9/9(日) 13：00～18：00
ただいま注目度大！スペイン自然派ワイン5種類試飲！
ただいま注目度大のスペイン自然派ワイン。体に染み渡る、優しい味わ
いで気持ちが安らぎます。今回は赤、白、泡、ペティアンなど様々なタイプ
を試飲していただく予定です。詳細は当店HPでご確認ください。皆様の
ご参加、お待ちしております。
　
9/15(土) 13：00～18：00
熟成バローロ比較試飲！
イタリアと言えばワインの王様『バローロ』。熟成してこそ味わい深い“王
の品格”が現れてきます。2000年代、90年代、80年代、そして70年代の
バローロをお楽しみいただきます！詳しくはホームページにて。
　
9/16(日) 13：00～18：00
カリフォルニアの新旧ピノ・ノワール試飲！
レインVSキスラー！
今回のカリフォルニア試飲は、ピノ・ノワールで注目を浴びる２生産者の
キュヴェ違いを飲み比べていただきます。ロバート・モンダヴィを叔父にも
ち、新たなスタイルを表現するレインと、ソノマのピノと言えばまっさきに
浮かぶ名門キスラーを比較していただきます。このスペシャルな試飲は
今回限りとなりますので、是非お越しください。4杯セットで3500円限定
20名。
　
9/17(月・祝) 13：00～18：00
フランスバイヤーオススメ試飲会！
今オススメする最も旬なフランスワインをご紹介。この機会を逃すともう
二度と味わえない極上のフランスワインや超限定の幻のあのボトル達を
楽しめるまたとない機会。ワインマニアから愛好家、初心者まで楽しく美
味しく学べる楽しみな試飲会。詳細はHPにて。なにが登場するかはお楽
しみ。担当久米村

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。

10/13(土)年に2回の大試飲会
PARTY'S PARTY開催します！

年に2回の大イベント！
【PARTY'S PARTY
2018 Autumn】開催決定！
ワインマーケット・パーティーが年に2回行っている大試飲会、
パーティーズ・パーティー。この企画は基本的にいつもお世話に
なっているお客様への還元だと考えています。採算度外視の特
別な試飲会、今回は世界のワイン80種類以上をご用意して、皆
様のご来場をお待ちしております。お一人様5,000円(税込)、恵
比寿ガーデンルームにて行います。参加していただけるインポー
ター様などはホームページにてご紹介していく予定です。
皆様お誘いあわせの上、是非ご来場ください！
ご予約お待ちしております！ 

10/13(土) 14:00～16:30

ダル・フォルノ・ロマーノ
①アマローネ・デッラ・ヴァルポリチェッラ
　ヴィニェート・ディ・モンテ・ロドレッタ 2011
②ヴァルポリチェッラ・スペリオーレ モンテ・ロドレッタ 2011

会計時このダイレクトメール(クーポン券)をご持参いただき
3,500円(税抜)以上お買上の方に限り、商品代金から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。

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

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

有効期間：8/27(月)～9/24(月・祝）まで

12世紀ベネディクト派修道院時代から現在のモメサンの所有に至るまで一度も分割さ
れずにモノポール（単独所有）のグラン・クリュであったクロ・ド・タール。ロマネ・コンティ、
ラ・ターシュでさえ分割、統合の歴史を経ている。それを考えると生粋のモノポールのグ
ラン・クリュはこのクロ・ド・タールのみである。一時は評価を落とした時期もあったが、現
在ブルゴーニュを代表する指折りのグラン・クリュといっても過言でないほど。特に
1995年から名手、シルヴァン・ピッティオが醸造長に就任してから高い評価はとどまる
ことを知らない。シルヴァン・ピッティオはオスピス・ド・ボーヌの支配人を10年以上勤め、
「ブドウの栽培地学」の権威としても知られる人物。

クロ・ド・タール ２０１５

ジャック・ドゥヴォージュ氏初ヴィンテージ！
ドメーヌを代表する歴史的ヴィテージが奇跡的に新入荷

イタリア/赤①109207074 ②109207073

フランス/赤109200551

他を寄せ付けない異次元の世界観！
アマローネのトップ生産者の１つ！

カリフォルニア/赤109207164

ハイジ・バレット女史が醸す渾身の2013年カベルネ！
日本にわずか120本という幻のナパワイン！

●ダイレクトメール1部につき1回のみ有効 ●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。
●割引になっているグラス類など、一部対象外商品もございます。●詳しくはスタッフまでお声掛けください。

    

3,500円(税抜)以上お買上で500円OFFクーポン券！

とても希少なワインが入荷しました！スクリーミング・イーグルやダレ・ヴァレ、グレース・
ファミリーなど、数々のカルトワインを育てあげ、ロバート・パーカーからは、「ワインの
ファースト・レディー」と評される大人気ワインメーカーの「ハイジ・バレット」女史が手掛
ける偉大なるナパ・カベルネ！フルボディでありながら、驚くほどエレガントでバランス良
く、滑らかな舌触り。濃縮したカベルネの特徴を最大限に引き出しています。早くからお
飲みいただけますが、10年以上熟成させるポテンシャルがある最高峰のカベルネ！

パラダイム ナパ・ヴァレー
カベルネ・ソーヴィニョン 2013

通常価格 16,100 円 →14,500 円（税抜）

80,000 円（税抜）

10/1（月） 臨時休業のお知らせ
ワインマーケット・パーティー、姉妹店ラ・ヴィネは
棚卸しの為休業とさせていただきます。ご不便
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。10月2日（火）からは通常通
り11時より営業致します。
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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



期間限定12本限定

36本限定

47φ/155H/215cc×6脚

人気のクラフトビールを美味しく飲む為のグラス

ヴァン・ナチュール界の生きる伝説フィ
リップ・ジャンボン。ナチュラル・クレイ
ジーな彼の思想に多くのファンが殺
到し一瞬で市場から消えてしまう幻
のカルトワイン。熟成にかける期間も
途方もなく長い為、いつリリースされ
るかわからない奇跡のワイン。バルタ
イユはなだらかな丘の中腹に広がる
バルモンとバタイユという２区画の葡
萄を使用。ノスタルジックで懐かしい
味わいは、古き良き時代のワイン。

フィリップ・ジャンボン
バルタイユ ２０１１

“奇跡のワイン”生きる伝説
フィリップ・ジャンボン新入荷
“次回入荷は未定の幻のワイン”

“奇跡のワイン”生きる伝説
フィリップ・ジャンボン新入荷
“次回入荷は未定の幻のワイン”

109207124 フランス/赤

ナパの南の玄関口オークノールのメドウブ
ルック・ファームのカベルネを使用した特別な
ロゼ！このワインは、2017年にカリフォルニア
のナパ、ソノマを中心に発生した森林火災の
復興の為に作られたロゼで、同年のナパカベ
ルネを使用して作られています。鎮火後に復
興ワインのプロジェクトの為に、あの混乱の
中、醸造を引き受けたのは、あのスティーブ・
マサイアソン！さらに、ナパでマサイアソンが
作っているのに、低価格なのですが、更に、1
本あたり20ドルが被災者へ寄付されるとい
う特別なワインです。日本限定600本。

ヒノトリ カベルネ・ソーヴィニヨン・ロゼ
ナパ・ヴァレー 2017 ｂｙ マサイアソン

2017年のカリフォルニア
森林火災復興の為のチャリティーロゼ！
1本あたり20ドルが寄付されるので、
飲んで応援しませんか！

2017年のカリフォルニア
森林火災復興の為のチャリティーロゼ！
1本あたり20ドルが寄付されるので、
飲んで応援しませんか！

109207047 カリフォルニア/ロゼ

シャンパーニュと間違えるほどのキメ
細やかな洗練された泡。熟したリン
ゴの蜜の香り。ビオディナミ農法（天
体や惑星の力、潮の満ち引きも利用
した有機農法）で栽培された自社畑
のブドウのみを使用しています。その
為、糖度がとても高く、味わいにも反
映されています。ノンヴィンテージで
すが、程よく古い原酒が使われてい
るので、熟した青リンゴを思わせる香
りと、熟成感たっぷりの練れた味わ
いが楽しめます。チャレッロ、マカベ
オ、パレリャーダの黄金ブレンド！

エウダルド・マッサナ・ノヤ
カヴァ・ファミリア・ブリュット・
ナチュレ N.V

シャンパンを凌駕する味わい！
最高に旨いカヴァ！
シャンパンを凌駕する味わい！
最高に旨いカヴァ！

109102016 スペイン/泡白

モートン・ヴィンヤードやヴィラ・マリ
アなどでワインメーカーをしていた
スティーブ・バードによって設立され
たプライベートワイナリー。彼の造っ
たワインはワインスペクテイターで
TOP１００にも選ばれるほどの腕前。
このカウリ・ベイは、この価格帯であ
りながら、マールボロの単一畑のブ
ドウのみを使用。ミントやセージ、ラ
イムのニュアンスにミネラルたっぷ
りのニュージーランドのソーヴィニヨ
ン・ブランの個性が際立ったワイン
です。2012年という少し熟成ワイ
ンですので、通常のワインよりも、ふ
くよかさを感じる味わい！

カウリ・ベイ マールボロ 
ソーヴィニヨン・ブラン 2012

少し熟成してまろやかになった、
NZソーヴィニヨン！
少し熟成してまろやかになった、
NZソーヴィニヨン！

109205278 ニュージーランド/白

EUから委任された期間である「Bioagricert」
から100％オーガニックであると認定された
プロセッコ。光り輝く黄金色で、繊細でしっか
りとした泡が立ち上がります。桃と香ばしい
アーモンドの香りがやさしく広がり、フルー
ティーで爽やかな味わいが続きます。造り手
のアンナ・スピナート女史は、「世界中の人々
に美味しいと言ってもらえるワイン造り」を目
指し、積極的な設備投資を行っています。国際
市場にも進出しており、様々なコンクールで
賞を獲得している今注目の生産者です。当店
でも長年、このアンナ・スピナートのブリュット
とエクストラ・ブリュットが『2本でお得のコー
ナー』で大人気となっています。

アンナ・スピナート
プロセッコ D.O.C. ビオロジコ

当店人気のアンナ・スピナートの
オーガニック認定プロセッコ！
当店人気のアンナ・スピナートの
オーガニック認定プロセッコ！

109207263 イタリア/泡白

1734年創業！「シャンパンの貴婦
人」と呼ばれるほど洗練された味わ
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を代表する
メゾン！葡萄の作柄が特に素晴らし
かったヴィンテージのみ醸造する。
テタンジェ社を代表する特別なヴィ
ンテージ･シャンパーニュ。複雑なア
ロマと洗礼された煌びやかな酸が
美しく、口にする人々を魅了する最
高の１本ギフトとしても最適です!

テタンジェ ブリュット 
ミレジメ 2012

テタンジェのミレジム、
最新ヴィンテージ2012年も美味しい～♪
テタンジェのミレジム、
最新ヴィンテージ2012年も美味しい～♪

100101314 フランス/泡白

通常価格 2,400 円 →1,850 円（税抜）

通常価格 2,200 円 →1,600 円（税抜）

12,500 円（税抜）

2,500 円（税抜）3,500 円（税抜）

10,000 円（税抜）

750mℓ 3,500 円（税抜）

注目のIPAのトップランナー“ドッグフィッシュ・ヘッド”と
“シエラ・ネヴァダ”がドイツの老舗グラスウェアブラン
ド"シュピゲラウ"と製作した、ブルワリーとのコラボグ
ラス！風味と口当たりをまろやかにし、IPAの特徴である
華やかなホップの香りと苦みを見事に調和してくれる
形状。グラス下部はエアレーションを促進し、最後まで
泡と香りを保ちます。

シュピゲラウ
クラフトビールグラスIPA

402002722 ドイツ

304002993

従来のイタリアワインの伝統や常識を覆し、新しい道を切り開いた
スーパータスカンと呼ばれるワインのさきがけ的存在である「サッシカ
イア」。そのサッシカイアが自社農園で収穫されるオリーブで造る、エ
キストラ・ヴァージン・オリーブオイルが今年も本数限定で入荷しまし
た！トスカーナ地方の伝統的な製法で造られた極上の逸品。出来上
がった料理に一振りするだけでワンランク上の一皿になります。生産
量もワイン同様に極わずかで、今年も即完売が予想されますのでご購
入をお考えの方はお早目にどうぞ。

テヌータ・サン・グイド 
サッシカイア EXVオリーブオイル

ボトルも瓜二つ！あのサッシカイアが造るオリーブオイル！ボトルも瓜二つ！あのサッシカイアが造るオリーブオイル！
307002351 フランス

毎年秋の販売開始を楽しみにされている方も多い
“モンドール”。製造期間が限定されている為、今の
時期は食べることができませんが、秋のモンドール
到来まで待ちきれない方にぜひ召し上がっていた
だきたいのがこちらのチーズです。モンドール同様
エピセア（樅の木の一種）で周りを囲み、ほのかに
香るエピセアの香りとクリーミーな味わいがたまり
ません！賞味期限間近まで熟成させるとトロトロに、
スプーンですくってお召し上がりください。モンドー
ルに比べ少し穏やかでマイルドな味わいです。

エーデル・ド・クレロン
モンドールが待てない！！そんな方にオススメなチーズです！モンドールが待てない！！そんな方にオススメなチーズです！

100g 1,715 円（税抜）

冷蔵品

毎年大人気のテイスティンググラス箱買い割引
行っています！受験生以外にも好評です！

この時期にとても売れるテイスティンググラス。や
はりソムリエ試験の間近になると皆さん6脚単位の
箱買いが増えてきます。やはり同じブドウ品種を
“国”“醸造方法”ヴィンテージ”で分けて「比較しな
がら」飲んでみると理解度が深まりますよね？メー
カー欠品にもなりやすいのでお早めに～！

テイスティンググラス 6脚セット

500300233 イタリア

イタリア

新入荷

再入荷

限定品

1,750 円（税抜）通常価格 4,200 円 →3,780 円（税抜）

※お一人様一本でお願いいたします。
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季節商品のご案内♪季節商品のご案内♪



日本

スペイン ボリビア

冷蔵品冷蔵品

通常価格 4,200 円 →3,600 円（税抜） 通常価格 4,500 円 →3,980 円（税抜）

限定60本

限定60本 限定60本数量限定特別価格

在庫限り30%OFF

期間限定15%OFF

ワインの歴史を物語るブルゴーニュの
由緒正しき単独所有畑！
ワインの歴史を物語るブルゴーニュの
由緒正しき単独所有畑！

1825年創業。ブルゴーニュで最も高
貴なドメーヌのひとつとして伝統を守
り後世に伝える偉大なるドメーヌ。
コート・シャロネーズ地区メルキュレイ
村で単独所有する僅か11.1haの特
別な畑。樹齢49年以上の樹も存在す
るドメーヌを象徴する看板ワイン。ラ
ズベリーやダークチェリーなど力強い
アロマ、樽熟成由来による香ばしいア
フターが◎。ブルゴーニュの歴史を物
語る由緒正しき“単独所有畑”

109103840

ドメーヌ・フェヴレ メルキュレイ
ラ・フランボワジエール
（モノポール）2015

5.3気圧の強力プロセッコ！5.3気圧の強力プロセッコ！
イタリア/泡白フランス/白フランス/赤

樽熟成された珍しいサンセール、
飲み心地も香りも良く、最高です！
樽熟成された珍しいサンセール、
飲み心地も香りも良く、最高です！

サンセール地区のシュリー・アン・ヴォー
に本拠地を置く生産者。生産者間での
信頼度ではトップの評価を受け、世界的
に注目を集める。栽培方法はリュット・レ
ゾネだが、化学肥料を少し使用する程
度で農薬はゼロ。このキュヴェはテー
ル・ブランシュと呼ばれる石灰豊富なキ
ンメリジャン・マール土壌で育まれたブ
ドウを1年間バリックで寝かせたサン
セール！樽の風味が心地よく、ドライフ
ルーツに凝縮した果実、全体の旨味が
樽と調和した、最高のソーヴィニヨン・ブ
ラン！シャルドネ好きも納得する、素晴ら
しい味わいです！

109200122

ミシェル・トマ サンセール 
テール・ブランシュ ２０１５

街角のバールでグラスで楽しむ姿が
よく見られる、本場でも人気の発泡ワ
イン。通常スパークリングワインは、
20℃で3.5気圧以上の炭酸ガス圧が
必要とされていますが、それを軽く上
回る5.3気圧！持続性のある細やかな
泡立ち、白桃、梨など、適度なボリュー
ム感とバランスの良い酸味を持ちま
す。パスタやピッツァ、生ハムによく合
う。エクストラ・ドライ（残糖量12～
17g/ℓ）でありながら、柔らかさも感じ
る一本です！！

109106282

レ・コンテッセ プロセッコ・
トレヴィーゾ D.O.C. 
エクストラ・ドライ・N.V

100g 通常価格 630 円 →535 円（税抜）50g 通常価格 500 円 →380 円（税抜）

通常価格 2,200 円 →1,980 円（税抜） 通常価格 2,200 円 →1,540 円（税抜）

当店BARカウンターでも大活躍！
簡単・便利なワインストッパー１０％OFF♪
当店BARカウンターでも大活躍！
簡単・便利なワインストッパー１０％OFF♪

密閉設計されたシリコンストッパーに内蔵されたカーボンフィルターが
ワインの酸化の進行を防止し保存します（5～10日適温の状態にて）ボ
トルに被せるだけの手間いらず！プロフェッショナル、ワイン愛好家の皆
様に幅広く愛用頂いている当店の売れ筋商品です。

407001508

プルテックス 酸化防止ストッパー アンチオックス

フェアトレードガラスジャーが
現品限り30%OFF
フェアトレードガラスジャーが
現品限り30%OFF

リサイクルガラスを、ボリビアの工場でひとつずつ
手作りしています。その為サイズや厚みに個体差
がありますが商品の特性としてお楽しみください。
ジャーとしてはもちろん、フラワーベースや、自家
製サングリアやジュースなど入れて楽しめます。

402002525

ピラ ジャー

304006807

焼いて食べると絶品！！
一度食べたらくせになるチーズが期間限定15%OFF!
焼いて食べると絶品！！
一度食べたらくせになるチーズが期間限定15%OFF!

ひょうたん型がユニークに感じるカチョカヴァッロ。
葦の葉でくくり、長い棒に吊るして熟成させる様子
が馬にまたがった姿に似ていることから、カチョカ
ヴァッロ（馬のチーズ）と呼ばれています。1～2cm
程度の輪切りにして表面に焦げ目がつくまでフライ
パンで焼くと、中はトローリ外はカリッとでびっくり
する美味しさ！！白ワイン、赤ワインはもちろん、ビー
ルにもぴったりのおつまみになります。お得なこの
機会にぜひお試しください♪

カチョカバロ プレーン

スペイン304009993

高品質のハモン・セラーノがこの価格！高品質のハモン・セラーノがこの価格！

今年2月から販売を開始して以来、その美味しさとバ
リュープライスもあり、上半期生ハムの売り上げ部門
で見事！第1位となったスペイン産の生ハムをご紹介し
ます。ルビア社はカンポドゥルセ社の新ブランド。自社
で飼育した豚のもも肉をサラゴサのメイン工場で塩漬
けにし、12ヶ月以上熟成、乾燥して作り上げています。
スペイン語でハモンとは「後脚」、セラーノは「山の」の
意味。イタリアのプロシュート、中国の金華ハムと共に
世界三大生ハムの一つに数えられています。

ルビア ハモン・セラーノ

通常価格 2,160 円 →1,800 円（税抜）

通常価格 1,780 円 →1,600 円（税抜） 通常価格 3,100 円 →2,700 円（税抜） 各1,850 円（税抜）

※液漏れ防止の為ボトルは立ててご利用下さい。

人気のカリフォルニアの
シャルドネがキャップシール不良の為
アウトレット価格で登場！

人気のカリフォルニアの
シャルドネがキャップシール不良の為
アウトレット価格で登場！

109200605

ランチ32 シャルドネ 2015

カリフォルニア/白

毎年リリースされない完璧主義者が
仕込む衝撃的なアリゴテ
毎年リリースされない完璧主義者が
仕込む衝撃的なアリゴテ

先代ロベール・ジャイエはブルゴー
ニュの神様、アンリ・ジャイエと従兄弟
同士の間柄。新樽の魔術師とも呼ば
れ、力強くしなやかでゴージャスなワ
インを多く生み出す。樹齢70年以上
の超古樹、無除梗であり、パワーも素
晴らしい！2010年はその成熟に満足
できず、すべてネゴシアンに売り渡し
てしまったという。ジャイエ・ジルの完
璧主義がうかがえるエピソード。飲み
頃を迎えた2012年新入荷！

ランチ32は、自然に大変愛された涼し
い場所にブドウ畑を所有しているワイ
ナリー。夕方の沿岸の霧がしばしば翌
日の午前中半ばまでかかる冷涼な気
候がブドウにとってはまさに天国とも
言える環境で育った肉厚なスタイル♪
濃厚な果実味もありながら、バランス
に優れてます！マンゴーやパイナップル
などのトロピカルフルーツのニュアン
スに、樽由来のバニラとココナッツの
ようなリッチさを感じる贅沢な味わい
の白ワイン。この価格帯では、なかな
か見つからないカリフォルニアらしい
果実味たっぷりの掘り出しワイン！

1092019548

ジャイエ・ジル
ブルゴーニュ・アリゴテ ２０１２

フランス/白

①上品な樽使いと果実味が一体となったシャルドネ！
②オーストラリアなら、このブレンドを試してみたい！
①上品な樽使いと果実味が一体となったシャルドネ！
②オーストラリアなら、このブレンドを試してみたい！

①シャルドネは、上品な樽使い
にオーストラリアらしい果実を
感じ、エキスが口の中に広がり
ます！コストパフォーマンスの高
さを感じて頂けます！このシーズ
ンはＢＢＱにもお勧めの1本！
②49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。このワインはシラー
ズとカベルネのブレンドでオー
ストラリア唯一！樽の風味と果
実のバランスが素晴らしい！

①109200766 ②109200765

ペンフォールズ
①クヌンガ・ヒル シャルドネ 2016
②クヌンガ・ヒル シラーズ・カベルネ 2016

オーストラリア/①白②赤

アウトレット

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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通常価格 3,600 円 →

通常価格 2,800 円 →

通常価格 3,000 円 →

限定24本

109109787 フランス/赤

不動の人気！ハイクオリティは2015年も健在です！
シャトー・モン・ペラ 2015

数量限定!!

イタリア/赤109207275 イタリア/赤

歴史に思いを馳せるキアンティ・スペリオーレ！
カステッロ・デル・トレッビオ
キアンティ・スペリオーレ D.O.C.G. 2014

109205489

4

1988年より一気に頭角を現したシャトー・モン・ペラ。世界最高のコンサルタ
ント、ミシェル・ロランを招き、グリーン・ハーヴェストや1本の樹のブドウを6房
に制限し、完熟してからの収穫など、ボルドー最高のワインを目指し栽培、醸
造をしています。人気漫画で紹介されてから不動の人気を誇っていますが、ク
オリティの高さにも毎年驚かされます！メルロー主体から造られ、力強さはあり
ながらも、完熟果実がしっかりと味わえる柔らかな仕上がりです。2015年も
ぜひお試しください！

ありのままのプリミティーヴォの世界観を表現！
ファタローネ
ジョイア・デル・コッレ D.O.C. プリミティーヴォ 2013
スミレ色がかった濃いルビーレッドの外観。特有の力強く熟した果実の香りがあり、  
わずかにスパイシーで焦がしたニュアンスもあります。プリミティーヴォに求める果
実味、やわらかさ、ミネラル感とフレッシュさのバランスは申し分ないレベル。ダーク
チェリーやプルーン香のあふれる果実味は、クロイチゴやクワの実のニュアンスに包
み込まれ、スパイスの要素がアクセント。ジョイア・デル・コッレ産のプリミティーヴォ
に特有な、後味に特徴的なアーモンドの風味を感じます。

109106646

1811年創業。シャンパーニュ地方最大都市ランスに構え四代続く家族経営
のメゾン。王侯貴族や政治家に好まれ、特にイギリス国王エドワード7世が愛
飲していた事で有名。200ha以上の自社畑を所有し、100以上の葡萄栽培
農家から葡萄を買い付け、常に高品質な葡萄を供給する事が出来る。ANA
国際線や、ツールドフランス公式スポンサーに採用されるなど輝かしい実績
が物語っている。

フランス/泡白

ＡＮＡ国際線や、ツールドフランス公式スポンサーに採用
されているシャンパーニュ！
シャルル・ド・カザノーヴ ブリュット N.V

109201919

ラフィット・ロートシルト家が所有するCH.リューセックの大人気辛口白ワイン！
ガロンヌ河の左岸を見下ろすファルグとソーテルヌの丘の斜面に広がる
リューセックの畑は、ディケムに次ぐ標高にあり、貴腐ワイン用の葡萄が収穫
される前の僅か３０％程の葡萄から仕込まれる極少量ワイン。ライチやマン
ゴー、パイナップルなどのトロピカルフルーツが感じられる大人気の大変珍し
い貴重な１本！

フランス/白

ANA国際線ファーストクラスで大活躍！
ソーテルヌ最高級辛口白ワイン！
エール・ド・リューセック 2015

フランス/白109206215

濃厚＆リッチ！フランス売上NO.1ワインの“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
当店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ドメーヌ・ド・シバ
ディ。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 3゙,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”が新たに登場！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
わいと表現してしまうのも納得。

109107861 フランス/赤

これぞ極上のパストゥグラン！
数量限定飲み頃ヴィンテージ入荷！!
ジャイエ・ジル ブルゴーニュ・パストゥグラン ２００８
先代ロベール・ジャイエはブルゴーニュの神様、アンリ・ジャイエと従兄弟同士の間柄。
新樽使いとして名高いジャイエ・ジル。近年のヴィンテージは樽使用しないキュヴェだ
が、このヴィンテージには樽のニュアンスをしっかりと感じる。果実本来の味わいをダイ
レクトに感じ、チェリーやラズベリーなどの熟したフレーバーが素晴らしい。今がまさに
飲み頃の1本です。最近試飲したパストゥグランの中でもトップ３に入る素晴らしい世界
観です。数量限定特別価格で登場 2,400 円（税抜）

109207133 フランス/泡

シャンパーニュを超える“究極のクレマン・ド・ブルゴーニュ”
クロード・ゲラエール
クレマン・ド・ブルゴーニュ ブリュット ピュール
シャルドネ ＮＶ（2015）
2001年初リリース。シャンパーニュに程近いシャティヨネの地で高品質なスパークリングワ
インを生産し「クレマン・デュ・シャテイヨネ」という単独アペラシオン制定に向けINAOと協
議中の情熱溢れる生産者。実はアペラシオン制定が行われるまではシャンパーニュとして葡
萄栽培が行われた歴史的な事実がある。あの、レ・ヴィニュロン・ド・オート・ブルゴーニュから
独立した大注目の生産者が新入荷

109009896 フランス/泡

世界一のシャンパーニュ評論家が語る『シャンパーニュのモンラッシェだ！』
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 N.V
ロバート・パーカーjrが監修するワイン・アドヴォケイト誌の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・オジェ村に本拠地を
置き、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ヴィンテージのリザーヴワインを贅沢に50%ブレンドし、ドザージュ
も必要最低限に抑えたスタイルが魅力。黄色い柑橘系フルーツのフレッシュなアロマと
美しいクリスタルの様なミネラル豊
かな味わいが印象的な1本です！

1,980 円（税抜）

フランス/白109201566

世界中が注目するアルザスの貴公子。数量限定新入荷
ヴァランタン・チュスラン
ボーレンベルグ ゲヴェルツトラミネール 2012
フランスで最も影響のある２つのワイン評価誌「Le Guide Des Meilleurs vins de France」と
「Le Ｇuide Bettane et Desseauve des Vins de France」。2014年度版でこの評価誌が共
に“最も注目のアルザス生産者”“今年一番の新星”として取り上げたのが、チュスラン。現在は13
代目にあたる30代の若い姉弟マリーとジャン ポール チュスランが当主を務めている。高く評価さ
れているのは、純粋な品種個性の表現と雑味や重さを一切感じさせない直線的で輪郭のはっきり
とした味わい。彼らの父親が1990年代にビオディナミ農法を導入
してからは、チュスランの持つ個性がより際立つ様になった。

2,500 円（税抜）

イタリア/白109207241

イタリアの美味しいデイリー白ワインなら！マルケ州のヴェルディッキオでしょ！
ボッカフォスカ
ヴェルディッキオ・ディ・カステッリ・ディ・イエズィ・
クラッシコ D.O.C. 2016
2006年にFattorini Giordanoを中心に７人のメンバーの力を結集して設立
されたワイナリー。ブドウ畑は古くからヴェルディッキオの生産エリアの中心地
であるクプラモンタナに3ha、コリナルドに2haを所有。標高は500m以上に
位置し、石灰が海側のエリアより多く含まれるため、非常に骨格のしっかりと
したミネラルを感じます。フレッシュ＆フルーティで気軽
に楽しめる味わいと価格が魅力です！ 1,550 円（税抜）

歴史上「パッツィ家の陰謀」と呼ばれ、かの有名なメディチ家暗殺を企てた
パッツィ家によって1184年に建てられた古城を、当時の佇まいを残して改
築。現在では35万本のワインを生産する熱心で将来楽しみなカンティーナ。
小さい赤いベリー類のアロマ、フローラルでスパイスのアクセント、溶け込む
タンニンのあるまろやかな口当たりは、サラミやタコを細かく刻んだラグート
マトソースなどと相性ばっちり！歴史を彷彿とさせるよ
うな赤と黒のエチケットに引き込まれます。 2,500 円（税抜）

イタリア/白

ひよこの鳴き声『PIO』と『BIO』を掛けた可愛いラベル
チェーロ・エ・テッラ ビオ・ビオ・シャルドネ　

109106962

前回のＤＭで掲載しＰＡＲＴＹ初入荷したビオ・ビオ・シリーズ第２弾。ビオ・ビ
オ・シャルドネはその名の通り「Ｂｉｏ＝有機農法」で生み出されたワイン！現在、
60ha以上もの自社畑にて、15種類以上の葡萄品種をCCPB（イタリア政府
のオーガニック認定機関）の認証のもと、全てビオロジックにて栽培。完熟し
た桃、パイナップル、トロピカルフルーツのフルーティな香り。フレッシュな果
実味に程よく柔らかい酸味、滑らかで丸いシャルドネ！スクリューキャップなの
で、冷やして外で気軽に開けら
れます。 1,250 円（税抜）

5,980 円（税抜）

2,900 円（税抜）

4,200 円（税抜）

通常価格 6,700 円 →

通常価格 7,500 円 →

4,500 円（税抜）

12本のみ限定入荷！！

通常価格 3,980 円 →

通常価格 1,500 円 →

3,000 円（税抜）

2,400 円（税抜）

新入荷



限定24本

本数限定

期間限定商品

期間限定商品

109207153 スペイン/白

スペイン/泡白

カルレス・アンドレウは、1991年にカタルーニャ地方のコンカ・デ・バルベラの街に、アンド
レウ家当主であるカルレス・アンドレウの名前を冠して設立されたワイナリー。経営はアン
ドレウ家のラモンとカルレスが担い、醸造家のジョアン・ラバダが60ヘクタールに及ぶ葡
萄畑を管理。カヴァでは珍しく、自社畑生産のブドウを100%使用。緑色を帯びたペール・
イエローの色調を湛え、キメ細かな泡沫が絶え間なく立ち上ります。濃厚な林檎の風味を
湛えたフルーティなアロマ。心地よい
酸味を備えたフルーティな辛口。  

109007935

自社畑100%のブドウを使用した贅沢なカヴァ！
セラー・カルレス・アンドレウ
カルレス・アンドレウ・ブリュット NV

アルバリーニョの特有のキレと味わい深さが融合！ 
メルカ・グローヴ
コーラル・ド・マール・アルバリーニョ 2016
2016年のリアスバイシャスは暑い時期が長く続き、雨の影響もほとんど受けること
なく、豊作で熟した力強いブドウを収穫することに成功しました。自然酵母を使用し、
ステンレスタンクで15日間の発酵、MLFはなし。出来上がったワインはミネラルたっ
ぷりでキレがあり、美しく綺麗な味わい。ミネラル感ばかりではなく、奥行きの深さも
感じられます。後味にはほんのりと塩味も。イカやエビ、ツブ貝のアヒージョやオイル
サーディンやアンチョビ、生牡蠣など
様々な魚介料理に合わせられます。
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2,200 円（税抜）

109206976 スペイン/赤

人気ワインコミックにも登場したピングスの次男坊がこのPSI（プシー）！ 
ドミニオ・デ・ピングス PSI（プシー） 2014
スペイン珠玉のワイン「ピングス」を手掛けるピーター・シセック氏が「スペイ
ンワインユートピア構想」を実現すべく立ち上げたネオ協同組合的なプロ
ジェクトが「PSI」。人気ワインマンガ「神の雫」にも登場し話題となりました。シ
セック氏曰く、ピングスはクリュ・ワイン、フロール・デ・ピングスは村名ワイン、
PSIはリージョナル・ワインとして位置つけているとか。濃厚な深紫色、強い果
実香と花のようなブーケが共存。胡椒のようなスパイシーさと上品なバニラ
感も。2014年のPSIはビロードのようなテクスチャーと
華やかに残る余韻が際立った上品な仕上がりに。

109205263 イタリア/レモンリキュール

人気のリモンチェッロが再入荷！またいつ無くなるかわかりません！
ペトローネ リモンチェッロ フォレスタ N.V
1900年から100年以上の歴史を誇るペトローネ社。伝統的な製法を守りながら代々
受継がれてきた会社です。カンパーニャ州カセルタ地方は高品質のレモンを生産して
おり、火山灰土壌の畑からジューシーで香り高い薄い皮のレモンが生み出されます。収
穫直後に醸造所に運び、厳しい選果と手作業による洗浄の後、薄い皮のみを取り出し、
ステンレスタンクにて純粋アルコールに数日間漬け込んだ後、皮を取り除いて１０℃以
下で管理され、瓶詰の直前に蒸留水と精糖を加えられ、添加物は一切使用していませ
ん。華やかで綺麗な大人の味わい。

カリフォルニア/赤

カモミはイタリア系移民の3人の仲間で2006年にナパ・ヴァレーに設立した生産
者。食事を大切にするイタリア文化をアメリカの地で広めるべく、食事や人生の潤
滑油になるような美味しいワインを作る事を理想としています。アメリカンドリーム
を夢みてイタリアでのキャリアを捨てた彼らは、味で勝負するべく、とても素晴らし
いクオリティです。このメルローは、「ナパ」表記が付いているのですが、価格も手
に取り易い価格帯で、生産者の努力が伺えます。しっかりとした骨格に豊かな果実
味が広がる濃厚系メルロー！

109207194

これはナパ好きには本気でお勧めする濃厚メルロー！
カモミ メルロー
ナパ・ヴァレー 2015

2,650 円（税抜）

ニュージーランド/白

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！ワイパラのソーヴィニヨン・ブランらしくトロピカル・フルーツの香
りとハーブの香りが爽快で、フレッシュ感あふれるワイン。キリっと冷やして、素
敵なランチでいただきたい1本です。当店最安値のNZソーヴィニヨン・ブラン
なので、まとめ買いにもピッタリです！

109200641

当店最安値のNZソーヴィニヨン！まとめ買いにお勧め！
ザ・スプリングス ワイパラ・ヴァレー
ソーヴィニヨン・ブラン 2017

1,290 円（税抜）

2,300 円（税抜）

109206816 オーストラリア/赤

ジェームスの心の師匠となったおじいちゃんのシラーズ！
ヤウマ アーチーズ・シラーズ 2016
ヤウマはルーシー・マルゴーの初代アシストタントのジェームスが手掛ける手
作りのナチュラルワイン。豪州一のソムリエとなった彼が作るワインは、しな
やかで余韻の長い愛を感じるワイン。ジェームスが心の支えとして、絶大なる
信頼を寄せていたおじいちゃんへのオマージュとしてのシラーズ。スミレや黒
系果実のニュアンスと共にとてもエレガントな味わい。ヴォリューム感で押す
のではなく、柔らかく包みこんでくれるような、優しい味わい。シラーズのイ
メージを覆してくれる一本！日々のディナーが楽しめる
がぶ飲みワイン！ 3,900 円（税抜）

109102381 カリフォルニア/赤

デイリーワインでも、納得した物を！セントラル・コーストのコスパワイン！
コヨーテ・クリーク セントラル・コースト
カベルネ・ソーヴィニヨン 2015
コヨーテ・クリークは、1979年に設立されたワイナリーです。お手頃な価格でありながら、
しっかりと果実味を感じ、樽のニュアンスをも表現するコスパに優れた生産者です。セント
ラル・コーストは、カリフォルニア南部に位置し、広大な土地と温暖な気候からカリフォルニ
アらしい味わいの銘醸地です。2015年は、更に雨も少なく温暖なので、このレンジのカベ
ルネでも納得ゆく味わい！普段使いのカベルネとして、お勧めの1本！これからの季節は、
バーベキューやキャンプ、焼き肉など
お肉料理には欠かせないカベルネ！

109207278 南アフリカ/白

200種類以上の南アフリカワイン試飲会のなかで最も注目した極上のシュナン！
デイビット＆ナディア
トポグラフィ シュナンブラン 2017
スワートランドの注目の"新世代"自然派生産者!「スワートランド・インデペンデント・
プロデューサーズ」のメンバーの生産者。ティム・アトキン氏評「南アフリカワイン・ラ
ンキング」2級生産者。オーナー兼醸造家のデイビッドは、ステレンボシュ大学でワ
イン醸造学を学んだ後、南アフリカや海外のワイナリーで修業を積み、南仏系品種
に可能性を感じ、生まれ故郷のスワートランドに戻り、2010年にワイナリーを設立。
低収量で古樽90％ステンレスタンク10％で醸造。白桃
や花梨、ハーブのニュアンスを感じるお勧めワイン！

2,250 円（税抜）

4,500 円（税抜）

2,200 円（税抜）

109207144 アルゼンチン/赤

ミッシェル･ロラン監修！ 濃旨！ マルベック・ブレンド!
クロス デ ロス シエテ 2014
“7人のブドウ畑”を意味するワイナリー名はアルゼンチンの風土とブドウに魅
せられた、著名なコンサルタントであるミシェル・ロラン氏が手掛けています。
複雑な香りを持ったマルベックの特徴が良く現れ、フレッシュでフルーティー
な一面としっかりと熟されたアルゼンチンらしさが魅力！樽のニュアンスもあ
りながら濃すぎないのが魅力です！シンプルなお肉料理はもちろんのこと、中
華料理にも合わせてみたい幅のあるワインです！ニュー・ワールド好きは見逃
せません！ 通常価格 3,869 円 →3,550 円（税抜）

通常価格 2,800 円 →

チリ/赤

エラスリスと言えばチリが世界に誇るカベルネの名手として有名ですが、忘れ
ていけないのがこの“マックス・シリーズ”のレベルの高さです。粘土質で、水捌
けの良い土壌のため、自然と低収量となります。エレガントかつ複雑味に富んだ
葡萄は、フランスに負けない芳香の豊かな凝縮感と果実味を持つワインに仕上
がっています！66%のフレンチオークと34%のアメリカンオークで15ヶ月間熟
成とリッチな味わいが魅力的！

109103725

知る人ぞ知るエラスリスの人気シリーズ・マックス！
嬉しい！美味しい！カベルネ・ソーヴィニョン♪
エラスリス・マックス・レゼルヴァ
カベルネ・ソーヴィニヨン　

2,450 円（税抜）通常価格 2,600 円 →

日本/赤

「山梨の赤といえば、このベーリーＡ種！」シンプルな醸造にこだわり、日本ならではの『簡素
な美しさ』をワインで表現するのが、ジャパニーズスタイルワインのシリーズです。山梨県笛
吹市産ベーリーＡ種を100%使い、ステンレスタンクにて醸造したワイン。ルビー色に輝く明
るい色調、フランボワーズやチェリーを思わせる華やかな香り。軽快な酸とほんのりお砂糖
を感じさせる豊かな果実味が広がります。チャーミングで飲みやすい、ピノ・ノワールのよう
なマスカット・ベーリーA。日本が世界に誇れる品種だと思います。

109200915

これぞ世界に誇れる日本品種！ピノ・ノワールのような綺麗な果実感♪
アルプスワイン ジャパニーズスタイル
マスカット・ベーリーA 2016

2,450 円（税抜）

通常価格 2,500 円 → 通常価格 2,670 円 →

通常価格 2,400 円 →

1,700 円（税抜）通常価格 1,800 円 →

新ヴィンテージ！ バイヤーオススメ！



90g 700 円（税抜）

200g 1,800 円（税抜）100gあたり 500 円（税抜）（販売は約150g）500g 2,000 円（税抜）

3g×15包 700 円（税抜）

65g 800 円（税抜）70g 570 円（税抜）

オランダ 日本/北海道

※原料：カナダ
　加工：日本

これから食欲の秋？ワインに合う美味しい食材揃っています！これから食欲の秋？ワインに合う美味しい食材揃っています！
柚子風味が満載で優しくシンプルな
味わいのジュース！
キミノユズ
キミノユズは、愛知県から汲みとる天然水と手
摘みされた新鮮なユズを搾ったユズ果汁、程よ
い甘さを感じる有機サトウキビで作られた優し
い味わいのジュース。ユズ
果汁はユズの純度をそのま
まに、鮮やかな香りや風味
を残すために丸ごと搾って
います。その為、ビン上部に
天然ユズの沈殿物「香りの
リング」が見られますが、そ
れは品質と信頼の証です。
よく冷やしてそのまま飲む
のはもちろん、ウォッカやジ
ンなどのスピリッツと割っ
ても美味しいですよ。

250mℓ 300 円（税抜）

145g 934 円（税抜）

冷蔵品

本当に美味しい！このオリーブに
言葉は必要ありません
ラ・ロッカ グリーンオリーブ（大粒）
ラ・ロッカの大粒オリーブは、イタリア･シチリア州のトラー
パニ近郊で採れるノチェラーラ種を使用。一粒一粒が鮮
やかなグリーンで艶々に輝き、見ているだけで惚れ惚れ
するほどの美しさ！肉厚なので食べ応えがあり、そのまま
食べても塩気は少な
く、本来のオリーブの美
味しさが味わえます。シ
チリアにある冷蔵庫で
早摘みオリーブを保管
し、年間の生産計画を
している為、1年中変わ
らない味わいを提供す
ることが出来ます。この
オリーブに言葉は必要
ありません。本当に美
味しいんです。食べれ
ばすぐに分かります。

スリアーノ ペペロンチーニ･ペースト
イタリアで唐辛子の名産地として有名なカラブリアの唐
辛子100%と塩、エキストラ･バージン･オリーブオイルだ
けで作った、ペペロンチーニ・ペースト（赤唐辛子ペース
ト）が新登場。ペースト状になっているので、とにかく使い
やすい！トゲのある人工的
な辛さではなく深みと旨
味のある辛さ。パスタや
ピッツァはもちろん、煮込
み料理や肉料理、魚料理
などにほんの少しプラス
するだけで味がピリっと
引き締まり、アクセントが
ついて料理が美味しくな
ります。化学調味料や着
色料など添加物不使用な
のも嬉しい。

ペースト状だから使いやすい！
料理のアクセントに！

イタリア

Truffle Magic 
トリュフアーモンド＆スナック
世界中のグルメな
方から愛されている
「トリュフ」。その芳
醇な「トリュフ」の香
りに包まれたスペ
シャルなアーモンド
とチェダー＆パルメ
ザンチーズ、ブラッ
クペッパーを利かせ
たライススナックを
合わせ、魅惑的な味
わいに仕上げまし
た。イタリア産白ト
リュフとフランス産
ゲランドの塩を使い
芳醇な味わいに仕
上げた贅沢なおつ
まみです。

トリュフとチーズが贅沢に香る！
贅沢なおつまみスナック

307002286 日本

オーガニック
ワイルドブルーベリーペースト
有機JAS認定のワイルドブルーベリーが原料。カナ
ダ・ケベック州の広大な大地で育てられたオーガ
ニックブルーベリーを2.5倍に濃縮しています。抗
酸化栄養素アント
シアニンをたっぷり
美味しく食べられる
ペーストです。砂
糖・添加物は、一切
無添加。ですが、ほ
どよく甘くて食感が
ふわっとしていて、
とても滑らか！その
まま食べても、ヨー
グルト、アイス、トー
ストにも♪

砂糖不使用・添加物一切無添加！
304010002

ショコラマダガスカル
ダークチョコレート
コーティングホールビーンズ
カリっと香ばしい丸ごと焙煎
のカカオ豆を70%ダーク
チョコでコーティングしまし
た。フルーティーな香りのコ
コアパウダーで包み込み、口
に入れる前から最後まで、マ
ダガスカルカカオの美味しさ
を存分に楽しめる一品です。
カカオポリフェノールを丸ご
と摂取でき、抗酸化作用や
新陳代謝を促すマグネシウ
ムも豊富です。そのままヘル
シーなおやつとしてはもちろ
んのこと、マフィンやクッキー
に入れたり、肉料理（グリル）
のアクセントにも◎。

赤ワインと相性◎カカオ豆を
そのままコーティングしました！

307002260 マダガスカル

ベームスター スプリングミルク
人気の高いベームスターから年に一度だけ入荷して
くる限定商品。春になるとベームスターの干拓地は緑
にあふれます。その若草を食んだ牛のミルクから、こ
の時期だけに作られる希少性の高いチーズです。試
食してみると、今年は例年以上に出来がよくコクもあ
り甘味のある味わい！毎年楽しみにされている方も、
初めての方もおすすめです！！

例年以上の美味しさ！！
今だけ食べれる一年に一度の限定品

301000669

304100091

イタリア304008548

304100088 日本

アフリカンスクエアー
スーパーグレードルイボスティー
南アフリカ共和国農業省の認定するルイボスティーの等
級が最高級の「スーパーグレード」の逸品。ほのかな甘い
香り、くせがなく爽やかで
紅茶よりもスッキリした飲
み口。ノンカフェインで赤
ちゃんからお年寄りまで安
心してお薦めです。老化を
防ぐ酵素といわれている「Ｓ
ＯＤ」（活性酸素分解酵素）
を多く含みます。15分～30
分じっくりコトコト濃い目に
煮出してください。「SOD」
成分は濃度に比例して抽
出されるので濃く煮出すの
がポイントです!! 

ノンカフェインがうれしい◎
スーパーグレードのルイボスティー

南アフリカ共和国307002285

冷蔵品冷蔵品

当店のブルーチーズ部門
ダントツの人気No.1!!
食べれば納得の美味しさです
小林牧場物語 
超熟成手づくりブルーチーズ
小林牧場でとれる、濃厚で甘みのあるミルクを使って
造る人気のブルーチーズをさらに追熟した、より深い
味わいを楽しめる贅沢な逸品 。青かびはたっぷり入っ
ており、風味は
しっかりあります
が、コクがありク
リーミー。日本の
ブルーチーズの
レベルの高さを
実感する味わい
です。また、試食
販売をすると飛
ぶように売れて
いく当店の大人
気商品です。

304008495
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4,000 円（税抜） 380 円（税抜）

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

15％OFF

①380 円（税抜） ②420 円（税抜） ③580 円（税抜）

①②各3,600 円（税抜）  ③3,800 円（税抜）
①88φ・115M・H230mm・630cc ②57φ・100M・H235mm・540cc ③47φ・76M・H246mm・270cc

径122mm×高さ280mm

3,000 円（税抜）

サイズ：340×345×H40mm 4,000 円（税抜）

66φ・W46×H193mm・160cc

800 円（税抜）

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♪
402001906

水滴を出さずにスマートに保冷！

エチケットを汚さずにワインを冷やすことが
できるクーラ－です。
二重底になっていて、下
に氷を入れると断熱クー
ラーと氷の効果でワイン
の温度上昇を抑えます。
しかも水いらず、氷にも
触れないのでエチケット
がきれいな状態で冷や
せるのが嬉しい！
コンパクトデザインで結
露もしにくいので、より
シンプルに楽しみたい
方にお勧めのクーラー
です。

ワイン オン アイスワイン オン アイス

インドネシア①403002376 ②403002529 ③403002819

丈夫なシタンの木でできた
温もりあるカトラリーです
紫檀の木のスプーン/フォーク
①Sサイズスプーン（14.8cm）
②Mサイズフォーク（17.3cm）
③Lサイズフォーク（21cm）

フランス407001478

ブドウ柄をあしらった
ミニワイングラス
サルマン葡萄柄グラスサルマン葡萄柄グラス

403002729

使うほどに風合いが出てきます

木目がダイナミックで
美しいオリーブは、硬く
て丈夫なのが特徴。
古くから食器などに使
われてきました。
一つ一つ木目の表情が
違うのも個性的！
温かみのある素材で食
卓も和みます。
キッチンが汚れないト
レー付のペッパーミル。
天然木、銅、セラミック、
ステンレス
65x65x147mm

オリーブウッド
ペッパーミル

402003120

売れてます！
ポンプが無くても真空にできる
ワインストッパー！

美味しいワインを一日で
も長く楽しみたい！そう思
う方は多いと思います
が、ポンプを使って真空
にするのはイチイチ面倒
臭い！という方にオススメ！
ストッパーの上部を手の
平で数回プッシュ！ボタン
が上がって来なくなるま
で押してください！ポンプ
がいらない便利な真空ス
トッパー。
お求めやすく、お気軽に
お試しいただけます！

バキューム
ワインストッパー

402003396

リーズナブルな
シャンパングラスをお探しなら！

急なパーティーなどで大活躍！ま
とめ買いにも嬉しいプチプライス
です。
30年以上地元シャンパーニュの
人々に愛されるレーマンのマシン
メイドグラス。
お値段以上のクオリティと満足感
があります！在庫潤沢のうちに是
非手に入れておいてください。

Lehman
オパール
シャンパーニュ160

三重県の”籐芸”がインドネシアの自社工場で生産している、使い易さ抜群
のカトラリー！高級材で知られる紫檀、木目が美しく有名です。樹液がバラ
の香りにほのかに似ているため英語ではローズウッドと呼ばれています。
3サイズ展開なので、用途に応じてお好みの長さをチョイスしてみてくださ
いね。Lサイズはしっかりとした使い心地で、ディナーにも最適です！

ハンガリー①402003402 ②402003404 ③402003405

ハンドメイド・グラスでこの価格！反則級コスパ！
今オススメのグラスはハンガリー製品です！
WINEX/HTT
①モンラッシェ②ブルゴーニュPlus③キュヴェシャンパーニュ
WINEX/HTT
①モンラッシェ②ブルゴーニュPlus③キュヴェシャンパーニュ
「高級ワイングラスはすべて5,000円はする」そう思
われるお客様、多いのではないでしょうか？しかし当
店でもじわりじわりと人気が出てきたHTTワイング
ラスシリーズはどんどん薄くなり、ハンドメイド・グラ
スとは思えないコストパフォーマンスを実現していま
す。もちろん素材は超高級ワイングラスと同じカリ・
クリスタル。薄い!軽い!なのでワインバーやグラン・
メゾンでも使用され始めています。センスのいいボ
ウルが目を引き、大切なワインの色調とアロマを十
分楽しめるように計算されています。樽の効いた金
色に輝く白ワインに。少し沿ったリムが愛くるしブル
ゴーニュPlusnには大胆にロゼ・シャンパーニュを合
わせたい。上品かつ優美なキュヴェシャンパーニュ
はとっておきのシャンパーニュに合わせて使用され
ては??ご自宅にレストランの風が吹き込みますよ！

フランス402002937

フランスのボルドー地方を3次元で
見ることが出来るフランス地図です
フレンチ３Dマップ
ジロンド（ボルドー）
「水のほとり」という地名の語源通り、河川に沿って名産地が連
なっているボルドー地方。憧れの彼の地がリアルな３Dで。
勉強のやる気も
出ちゃいます！
試験対策やお店
のディスプレイ、
部屋のインテリア
にぜひ☆

1825年フランスで創業した世界最大ガ
ラス食器メーカー、アルクインターナショ
ナルが持つブランド”リュミナルク”ブドウ
柄をあしらった
デザインのサル
マンシリーズは
可愛らしいミニ
サイズ。
カジュアルな中
にも品がある、
人気商品です。
190cc

通常価格 1,000 円 →850 円（税抜）

① ② ③
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今欲しい、
スタッフオススメの
商品はコチラ！！

世界一高貴なブルゴーニュを代表す
るモンラッシェを所有する１６生産者
のひとつであり、サン・トーバン村を代
表する名手マルク・コラン。この蔵元
のフラッグシップはもちろん本拠地サ
ン・トーバン。アン・レミリーはモンラッ
シェの丘に位置し最も評価の高い一
級畑。パイナップルやマンゴーの南国
系フルーツに焼いたナッツを感じさせ
る香ばしさ、数万円クラスのグラン・
ヴァンに負けない素晴らしさ。ピュリ
ニーやムルソーなど、有名銘柄を飲
んでいる暇は無い！と思わせる素晴ら
しいシャルドネです！

超激レアお宝アイテムが限定１セット新入荷。魂のシャン
パーニュを造り続けるブノワ・ライエの１９９９、２０００、２０
０１の豪華バック・ヴィンテージが入ったスペシャル・セッ
トが入荷。限定１セットです。
●Extra Brut-RECOLTE 1999[デゴルジュマン：2016
年1月] ●Extra Brut-RECOLTE 2000[デゴルジュマ
ン：2016年1月] ●Extra Brut-RECOLTE 2001[デゴ
ルジュマン：2016年1月]

501000355

話題騒然のインバーター式モデルの
100本超収納モデル！

2,300 円（税抜） 213,000 円（税抜）

72g 320 円（税抜）

200g 600 円（税抜）

限定1セット

限定24本

本数限定

5,500 円（税抜）

78,000 円（税抜）

7,500 円（税抜）

サイズ：幅595×奥行635×高さ1655mm、最大収納本数154本

フランス/泡109206578 イタリア/赤109207235フランス/白109009828
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ブノワ・ライエ（1999-2001）
シャンパーニュ・コフレ・
キュヴェ・コレクション

日本に極僅か…魂の超限定
シャンパーニュ新入荷！

109206998

伊ピエモンテでワイン作りをしていた
ポザーン家が19世紀中期よりカリ
フォルニアで設立したワイナリー。名
前の由来はラテン語で「愛すべき」と
いう言葉から来ており、当主の祖母
の名前でもあります。ディーン＆デ
ルーカのナパ・ヴァレー点でも大人気
のこのワインは、　『ナパ・ヴァレー』
が表記されているカベルネの中でも
上級キュヴェでありながら、お求めや
すい価格なので、是非一度お試しく
ださい！黒系果実の凝縮した味わい
に、どこまでも飲びる余韻は、とても
素晴らしく、オークヴィルらしさを表
現。仏＆米小樽22ヶ月熟成。

アナベラ プラチナム・
オークヴィル ナパ・ヴァレー　
カベルネ・ソーヴィニヨン 2015

ナパの一等地オークヴィルの
エレガントなカベルネ100％が遂に入荷！

ナパ・ヴァレー/赤

109207273

山口県産のジビエ、イノシシとシカの肉を使用したご当
地カレーが新登場。とにかく美味しさを追求し、カレーの
スパイスから選りすぐり作り上げた、ちょっぴりスパイ
シーな本格派のご当地カレーです。イノシシもシカ肉も
量はたっぷりと入っていますが、細かめにカットされてい
ます。カレーのルーも濃厚ではなく、どちらかといえば
あっさりめなのでお肉の美味しさを楽しめます。スープ
カレーとキーマカレーの中間といった感じ。ジビエ肉に
やや抵抗のある方
はこのカレーから
チャレンジしてみて
はいかがですか？

スコットランドで５代に渡り農業を営
み、ウイスキー醸造も行ってきたトム
ソン家が、家族でニュージーランドに
移住し2004年に立ち上げたワイナ
リー。ハイランド牛を放牧し、堆肥が
詰められた角を冬土に埋め春に30
度に温めた雨水を混ぜ散布。深みの
あるワインを作ります。このワインは
ドライハーブや赤系果実のエレガント
な香りに、スパイスや土っぽい複雑な
香りが層をなします。きめ細やかなタ
ンニンとなめらかな質感がとても心
地よく口の中で、広がります。試飲を
して即入荷を決めた一本。大注目の
自然派生産者です！！

アーラー ピノ・ノワール

「大地への敬意」を持つ
自然派ワイナリー渾身のピノ！

ニュージーランド/赤

304100080

大人気の省エネタイプ“インバー
ター・コンプレッサー”に待望の
100本越えモデルが登場！運転音
を他シリーズと比べ大きく軽減し、
ゆっくり明るくなる新しいLEDライ
トも採用。また38℃過酷な夏場の
温度にも対応したモデルと新時代
ワインセラーの成長から目が離せ
ません！

大阪生まれの新感覚で不思議な
パスタスナック！一度口にすると止
まらなくなること間違いありませ
ん！一人一袋は当たり前！待望の新
フレーバー、ゆず味が新登場しま
した。ほのかなゆずの風味が後引
くおいしさ！！

FJC-310GS
カジュアルプラス
111本収納タイプ

るんるんパスタ ゆず味

人気のるんるんパスタに
待望の新フレーバー登場！！

日本

①304100092 ②304100093

長州ジビエ使用
①イノシシカレー②シカカレー

ジビエ肉を使用した山口県ご当地カレー！
日本/山口

402003066

世界中のワインメーカーや、
ソムリエの間でも人気の高
いスペインのメーカー。ダブ
ルレバー式ナイフの代表
「PULLTEX」のプルタップス
エボルーション！丸みを帯び
たホイルカッター、フックな
どを進化し、よりプロ仕様
に！グリップも長めで抜きや
すいと大好評！！スマートな
サービスの頼れる相棒とし
て活躍してくれます！

プルタップス エボルーション
ゴールド

きらりと光るゴールドボディが個性的！
スペイン

かつてトスカーナの名門アンティノリ
の栽培を全て任され、その後世界中
を栽培・醸造コンサルタントとして飛
び回るアンドレア・パオレッティ氏が、
自身の哲学を投影して年間たった
5000本弱の希少ワイン。名前は『ラ
ンコーレ＝怨み』。エチケットにはノル
ウェー出身のエドヴァルド・ムンクの
代表作『叫び』を採用。なぜこのラベ
ルと名前なのか・・・造り手のパオレッ
ティ氏も多くは語らず、飲む者は考え
させられます。名前とラベルのイメー
ジとは裏腹に味わいはやはり超一流！
サンジョヴェーゼの魅力を存分に楽
しめるエレガントかつリッチな仕上が
りです。10月末の美術展には本物の
『叫び』の１つも来日！

アンドレア・パオレッティ
ランコーレ トスカーナ I.G.T.
2008

サンジョヴェーゼの魂の『叫び』！？

マルク・コラン サン・トーバン
1ER CRU アン・レミリー
２０１５

有名銘柄を飲んでいる暇はない！
これぞ本気で美味いブルゴーニュ！！

通常価格 4,800 円 →4,500 円（税抜）

通常価格 3,600 円 →3,200 円（税抜）

109206541

2006年に農学博士でもあり、現在は
栽培、醸造管理を行うホセ・イダルゴ
氏によって設立された、わずか7ヘク
タールの極小ワイナリー。自社畑のブ
ドウをワイナリー内にある醸造所で醸
造することで、コクのあるしっかりとし
たチャコリが出来上がります。保護原
産呼称の最上級ともいえる単一畑限
定ワイン「ビノス・デ・パゴ」の名を冠
しています。このピル・ピルはスペイ
ン・バスク地方のバルでよく飲まれて
いる微発泡の辛口タイプ。休日の夕
方、自家製ピンチョスと一緒にゴクッ
と一杯、もう止まりません！

アストビサ　
アラバコ・チャコリーナ・
ピル・ピル 2017

バルでお馴染みのチャコリ！
ピンチョスとご一緒に！

スペイン/白

通常価格 7,040 円 →5,750 円（税抜）


