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カリフォルニアワインの中で最も有名なカベルネの一つであり、ジョセフ・フェルプス
のフラッグシップ。まさに王と呼ぶにふさわしい勲章（インシグニア）を持った堂々た
る風格。今回の15年のインシグニアもまた、スケールの大きい素晴らしいワインと
なりました。プラム、ダークベリー、モカ、スパイスなどの見事に濃縮された香りだけ
でそのポテンシャルが感じられます！
13年に続く素晴らしい年号となった15年は開けたてから楽しめますが、数十年熟
成するポテンシャルを持つ偉大なるワイン。
仏樽（新樽率100%）で24ヵ月熟成。 
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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

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

10/6(土) 13：00～18：00
熟成ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ試飲！
熟成イタリアワイン試飲シリーズ第3弾！
トスカーナ州シエナ県モンタルチーノ村周辺でサンジョヴェーゼ100％で
造られるイタリアを代表する高級ワインの１つ。ただでさえ長期間の熟成
が義務づけられているブルネッロ・ディ・モンタルチーノが、さらに長い期
間熟成したら・・・いったいどのように熟成していくのかを探ります。70年
代、80年代、90年代、2000年代のブルネッロ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。
　
10/7(日) 13：00～18：00
南アフリカ人気生産者試飲会！
久々の登場となりました南アフリカワイン試飲会。
人気の生産者クリスタルム、アルヘイト、ソーンドーター、モメントなどの
生産者の来日前に一挙に味わって頂きたいと思います。
詳細は、HPよりご確認ください。
　
10/8(月・祝) 13：00～18：00
世界中を虜にする
幻のシャトーヌフ・デュ・パプ「シャトー・ラヤス」
全世界で争奪戦が繰り広げられるシャトー・ラヤス。
コート・デュ・ローヌ地方で唯一その存在価値を見出す圧倒的なカリスマ
性に人々は魅了され、その存在自体が幻なのではないかと疑われるほど
市場で見つけることは皆無。今回は２００８年ヴィンテージ３種類を御用
意。幻のシャトーヌフ・デュ・パプを堪能して下さい。
３杯セットで５０００円。担当：久米村
　
10/14(日) 13：00～18：00
シャンパーニュに負けない！？
極上のスパークリングワイン！
この日は店長沼田がオススメする「シャンパーニュにも負けない？」スパー
クリングワインを5種類、ご用意させていただこうと思っています。ベース
となるシャンパーニュ１種類に、2千円台のスパークリングワインを4種類
楽しんでいただきます。
内容はHPに載せておりますので、ご確認ください！
5杯セットで1,000円です！
　
10/20(土) 13：00～18：00
アルマヴィーヴァ97'も！
年に１度?のチリ&アルゼンチン最高峰試飲！
レア企画!チリ最高峰、アルマヴィーヴァの21年熟成や最高峰チリワイン
を試す貴重な試飲会です。
また当店にあるアルゼンチンワインもこの機会に飲み比べ！高騰している
他国よりも安定感のある南米ワインが今大注目！
詳細はHPまたはフェイスブックをチェックして下さい！
　
10/21(日) 13：00～18：00
オーストラリア・バロッサの雄
“トルブレック”バックヴィンテージ比較試飲
オーストラリア・バロッサ・ヴァレーで世界から絶大な人気を得る“トルブレッ
ク”ローヌのポール・シャブレ・エネやジャン・ルイ・シャーブに影響を受け、独
学でワイン造りを学んだ“デイヴィット・パウエル”が創業。現在は同ワイナ
リーを離れています。そこで今回はデイヴィット氏がいたバックヴィンテー
ジの3つのキュヴェを比較致します！現在、中々見当たらない貴重なワイン
が当店に極少量入荷しました。是非、この機会にお試しくださいませ！

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。

ボージョレ・ヌーヴォー、ノヴェッロ
のご予約受付を開始しました！

年に2回の大イベント！
【PARTY'S PARTY
2018 Autumn】開催します！
ワインマーケット・パーティーが年に2回行う大試飲会【PARTY'S 
PARTY】。このイベントはいつもご利用いただいているお客様に
日頃の感謝を還元するイベントとなっております。これからも皆
様に愛されるお店作りをしていく為に、採算度外視の特別な試
飲会を行います！今回はワイン80種類以上！お一人様5,000円
(税込)にて、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載せております♪と
ても楽しい会になると思いますので、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

ジョセフ・フェルプス
インシグニア 2015
ジョセフ・フェルプス
インシグニア 2015

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、
食品、チーズ、雑貨を全品10％OFFとさせていただきます！

是非この機会にご利用ください。

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

有効期間：9/28(金)～10/21(日）まで

オリヴィエ・バーンスタインは、ブルゴーニュの新星ネゴシアンとして、近年ジャンシス・ロビンソンやアレ
ン・メドウズなど数多くのジャーナリストから高く評価されている蔵元。
2002年にアンリ・ジャイエと一緒に仕事をした後、ルーション地方で、自分のドメーヌであるマ・ドゥ・ラ・
ドゥヴェーズを興し、2007年にブルゴーニュに帰還。醸造はジュヴレ・シャンベルタンにある自身のワイ
ナリーで行い、またボーヌ中心部にあるバーンスタインの本社において、樽職人のステファン・シャサン
が新ヴィンテージの味わいを見ながらそのワインにあった樽の燻り具合を見極めて熟成。
今をときめく、ブルゴーニュ最高の生産者！2015年ヴィンテージのグラン・クリュは限定1本ずつ！

オリヴィエ・バーンスタイン
2015年ヴィンテージ グラン・クリュ
①マジ・シャンベルタン ②クロ・ヴージョ
③シャルム・シャンベルタン ④クロ・ド・ラ・ロシュ
⑤シャンベルタン・クロ・ド・ベーズ ⑥シャンベルタン

神様アンリ・ジャイエと共に仕事をした、
バーンスタインのグラン・クリュ！

アメリカ/赤109207374

フランス/赤①109203159 ②109207257 ③109207258 ④109207259 ⑤109207260 ⑥109207261

今年も遂に新ヴィンテージがリリース！
ワインアドヴォケイト誌97-100点！

●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。

    

【食品、チーズ、雑貨】 全品10％OFF！

通常価格 38,000 円 →34,800 円（税抜）

①90,000円（税抜） ②60,000円（税抜） ③60,000円（税抜）

④70,000円（税抜） ⑤120,000 円（税抜） ⑥120,000 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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数量限定商品やお得な商品をご紹介！数量限定商品やお得な商品をご紹介！
フランス/泡白109203807

ポール・マッカートニーも溺愛したシャンパーニュ！
マリー・ドゥメ
ブリュット・トラディション N.V
１９８６年創業。シャンパーニュ南端コート･デ･バール地区、シャブリに程近い
ギイ･シュール･セーヌ町に本拠地を置く蔵元。僅か１０ha程の畑を所有しハ
ンドメイドシャンパーニュをリリースしている。最低限不要な物は必要ないと
除草剤を使用しない替わりに小麦を撒き、雑草の生育を妨げ、独自の農業ス
タイルを貫く。繊細な泡立ちと柑橘類のフレッシュな果実味。豊かなアロマに
魅了され、スミレなどの美しい花々を連想させる美酒。多くの著名な有名人
が彼のワインを買っていますが、ドゥメ氏曰く、イギリスのウィンザー卿やビ
ートルズのポール・マッカートニー氏も彼の顧客であると言います。

4,500 円（税抜）通常価格 5,000 円 →

フランス/赤109207349

ヴァン・ナチュールの伝道師オリヴィエ・クザンが新入荷！
オリヴィエ・クザン
ピュア・ブルトン カベルネ・フラン 2016
１９８４年に祖父より畑を継承。ヴァン・ナチュールを語るもの全ての人々から
称賛を受けるオリヴィエ・クザン。『太陽熱でお湯を沸かし、ひまわり油で車を
走らせる男』『亡き祖父との思いと、地元品種の伝承』。１９６６年に植えられ
たカベルネ・フランの区画の葡萄を使用。有名でありながら、どこか謎めいて
いるのは、人前に出たがらず、職人気質なところが万人に強い由縁。遂に
PARTYに入荷しました！！

3,900 円（税抜）

109107957

モルゴン四天王に君臨する
ギィ・ブルトンが仕込む極上の1本！
ギィ・ブルトン モルゴン
プティ・マックス 2015
1987年本格的始動。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！高樹齢の葡萄のみを使
用し極少量リリースされるスペシャル・キュヴェ。Petit Max（プティ・マックス）
とはギィ・ブルトン自身の愛称。完熟した力強い果実味、ほんのりと複雑なス
パイスのニュアンス。ガメイの魅力がたっぷりと詰まった長期熟成向きの最
高級キュヴェ。２０１５年が数量限定再入荷しました！

4,600 円（税抜）

フランス/赤

フランス/泡白109200666

最低60か月熟成されたブラン・ド・ブラン、
素晴らしい熟成感です！
シャンパーニュ・ヴーヴ・アンジェリー
ブリュット・ブラン・ド・ブラン N.V
WINE MARKET PARTYが長年培ってきたフランスの生産者との信頼関
係により、新たなシャンパーニュが誕生！コート・デ・ブランと同様の石灰質土
壌で育まれたシャルドネ100％のブラン・ド・ブラン！しかも熟成期間は60ヶ月
以上の極上品（通常のノン・ヴィンテージであれば36ヶ月）。当店独占ラベル
です！熟成されたブラン・ド・ブランならではのドライフルーツのようなコクと
香ばしい風味。このクオリティでこの価格は見逃せない！

4,630 円（税抜）通常価格 6,200 円 →

フランス/赤109206734

クリュ・ボージョレ、コート・ド・ブルイィと言えばこの人！！
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
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！

3,500 円（税抜）

フランス/赤109207350

自然派帝国の帝王！
フーラル・ルージュが遂に新入荷！
フーラル・ルージュ グラヌール ２０１４
２００２年設立。ルーション地方の大スターであり、数々の伝説を築きあげて
きたリーダー的存在であるジャン・フランソワ・ニック。フランス最少で最強の
エステザルグ協同組合で１０年間革命を成し遂げ、それまで９９％が人工培
養酵母だったのを天然酵母に変えノンフィルター、ＳＯ２無添加に成功。斜面
中部から収穫される美しいグルナッシュ。凝縮感と奥深い世界観に圧倒され
る帝王のワインです！

4,200 円（税抜）

109205560

過去4度のトレ･ビッキエリに輝いた最高峰ランブルスコ！
価格も嬉しい！
クレート・キアルリ　
ランブルスコ デル・フォンダトーレ N.V
1860年創業のエミリア地方でもっとも古い蔵元キアルリ社。ランブルスコ
の歴史と共に歩んできた由緒正しいワイナリーです。このフォンダトーレは
瓶内二次発酵で造る最上級のランブルスコ！ガンベロ・ロッソではトレ・ビッ
キエリを4度も獲得し、ルカ・ガルディーニ誌ではランブルスコ最高の91ポイ
ントを獲得。正真正銘この地最高の1本です！色合い淡く、優しい口当たり
と、梅やイチゴの果実のようなジューシー感、珍しい瓶内二次発酵による力
強さが魅力的です！※口についているひもを切り、通常のワインと同じように
開けてください。 2,200 円（税抜）通常価格 2,500 円 →

イタリア/赤

イタリア/赤

イタリア/泡ロゼ 109103473

延長線上にアマローネ！この価格で一番の感動です！
ラルコ ロッソ・デル・ヴェロネーゼ 2013
アマローネ（=干しブドウで造るワイン）のトップ生産者として、近年認知度の
上がってきたラルコ。奥行きがあり、透明感がある果実味と熟成感のある複
雑な香り、トロっとした舌触りは高級感があり、ポテンシャルの高さを感じさ
せます。神様と呼ばれた師匠でもある、故ジュゼッペ・クインタレッリの雰囲
気を持つ、品格のある1本。収穫後、陰干しは行わずにすぐにプレス。フレッ
シュなブドウジュースに少し干しブドウにした果汁をプラス。瓶詰めのプルー
ンやミックスベリーなどの円やかさとドライフルーツの風味が合わさった素
晴らしいもの。必ず満足出来る1本。抜栓後2時間かけてゆっくり味わうの
がオススメ。

3,300 円（税抜）

109109902

しっかりと力強い、熱狂的ファンの多い
フルボディのイタリア赤！
カンティーナ・ディオメーデ カナーチェ 2013
プーリア州カノーサの土着品種、ウーヴァ・ディ・トロイアとバジリカータ州ア
チェレンツァのアリアニコというユニークなブレンドで造られた飲み応え十
分な超濃厚ワイン。カプチーノやココアなどの個性的なアロマ、豊かな果実
感にビターチョコのような苦味。カスタードの様な甘さまで感じられるほど。
とにかく飲み応えがあり満足感のあるフルボディの中のフルボディ。このワ
インだけを買っていくファンも多数、一風変わったワインをお探しの方におす
すめの1本です。

2,700 円（税抜）

ドイツ/白109205626

猫のラベルも可愛らしい、
ドイツのボックスボイテル型ボトル♪
ゾンメラッヒャー カッツェンコップ
シルヴァーナー トロッケン 2016

ワイン専門誌で度々最優秀協同組合に選ばれるゾンメラッハ組
合醸造所。ゲーテも愛飲した変形瓶ボックスボイテル（ヤギの袋）
と呼ばれるボトルの形が特徴的なフランケン地方の生産者です。
「カッツェンコップ（猫の頭）」というかわいらしい名前のこの畑は
２億年前は海底、土壌は貝殻石灰層。堅牢な酸とミネラルをもち、
シャープな味わいが魅力的です。ドイツ=甘口のイメージがあり
ますが、甘すぎない、綺麗な辛口白ワインです！

2,000 円（税抜）



限定48本
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本数限定価格
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① ②

① ②

2,700 円（税抜）通常価格 2,850 円 →

5,200 円（税抜）通常価格 6,300 円 →

スペイン/赤109206899

毎日ガブ飲み？優しさ溢れるナチュールワイン！
エセンシア・ルラル
パンパネオ・テンプラニーリョ・エコ 2016
エセンシア・ルラルは2002年により個性のあるワイン造りをめざすために設立。醸造
責任者ラファエル・ルセンドは、醸造学と化学を専攻。他方、栽培責任者のフリアン・ル
イスは、代々続く伝統的な栽培法を実践しながら、生態系に配慮したビオディナミや
自然農法を学びました。極力、人の手を加えない農法を実践。パンパネオはベーシッ
クラインなのですが、ナチュールワインらしさを充分に感じられるワイン。比較的少な
めのタンニンとやや密度のある果実味は感じられますが、重
たさはなく、飲みやすいワインに仕上がっています。

スペイン/赤109101396

不動の人気！濃密でエレガントな
スペインの赤ワインを飲みたいなら！
フアン・ヒル シルバー・ラベル 2015
新世代スペインの最高峰エル・ニドを手掛けるミゲル・ヒル氏が造る上質な赤
ワイン。「一流のボルドーと比べたが、全く遜色なく、コストパフォーマンスが素
晴らしい!」とまでロバート・パーカーに評価された大人気のスペインワイン。樹
齢40年以上の古樹のブドウを使用。濃厚な果実味と凝縮感のあるジャムのよ
うな味わい、葡萄からくる鉄分と甘く香ばしいニュアンスが絶妙！長い余韻には
深みのある果実の旨味が力強く続く。濃厚ワインが好きな方一度は飲んでみ
てください！

1,680 円（税抜）通常価格 2,300 円 →

2,400 円（税抜）通常価格 2,800 円 →

アメリカ/赤109205276

冷涼なモントレーエリアの果実味たっぷりなコスパ抜群ピノ！
ジェイムズ・ブライアント・ヒル ピノ・ノワール 2016
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！

1,700 円（税抜）

イギリス/泡白109207347

注目度抜群のイギリス産スパークリング！
ハッティングレイ・ヴァレー
クラシック・レゼルヴ ブリュット N.V
弁護士だったサイモン・ロビンソン氏が1999年にウィールドの地に11haの畑を購入し、5年
に及ぶ土壌研究を経て2008年に植樹。2010年には醸造家エマ・ライス女史と共に土地環
境に配慮した近代的なワイナリーを建設し醸造を開始。ワインのプロが消費者の為に選び
抜く「ソムリエ・ワインアワード2018」にて金賞を受賞。そして「今年の最優秀醸造家賞」に
て、醸造家のエマ・ライス女史が選ばれるなど注目度は抜群！クラシックは心地よいイースト
香を伴う、熟成感のある泡に仕上げら
れた、シャンパーニュ顔負けの1本！

2,800 円（税抜） 2,300 円（税抜）

日本/白100101390

日本ワインコンクール2018にて金賞、
部門最高賞を受賞した2017年が限定入荷しました！
グランポレール 山梨甲州 樽発酵 2017
世界に誇る品質を追求するプレミアムワイン、それが『グランポレール』。自然
と向き合い、手間を惜しまず、日本でしか造れない世界クラスのワインを追い
求めていく。日本古来の伝統品種、甲州を樽発酵させた白ワインは、豊かなボ
ディと甲州らしいみずみずしいレモンを思わせる果実味、キレと樽香とのバラ
ンスが見事な逸品！先日行われた日本ワインコンクール2018にて金賞、部門
最高賞を受賞した2017年が限定入荷しました！

南アフリカ/白109207375

南アフリカのクオリティを感じるとてもレベルの高いシャルドネ！
ロングリッジ ステレンボッシュ
オーガニック・シャルドネ 2016
設立はとても古く1841年にステレンボッシュで設立されたワイナリー。ステレ
ンボッシュの中でも南側のエリアでより冷涼な事から、上質なシャルドネやピノ・
ノワールが収穫できるヘルダーバーグ山脈の斜面に位置してます。花崗岩質に
鉄分の多い粘土土壌で、オーガニック栽培かつ瓶詰以外なＳＯ２も使用しない
自然にも優しい生産者です。全房圧搾で天然酵母で発酵後、仏樽で熟成させ
た、ふくよかで果実味もありながら、酸が綺麗なシャルド
ネです。今、最もお勧めする素晴らしいワインです。

3,200 円（税抜）通常価格 3,400 円 →

109207291

ワイラパパから新たな風、新感覚ソーヴィニヨン・ブラン！
アーラー ソーヴィニヨン・ブラン 2016
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、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。このワインはマールボロのソーヴィニョンとは違う個性を持ちます。
白い花やトロピカルフルーツのような華やかなアロマ。口当たりは、鋭角な酸
味とフレッシュ感と樽熟成由来の香ばしさがマッチします。新感覚の一本！

オーストラリア/赤 ニュージーランド/白109200761

これぞザ・オーストラリア！
カベルネとシラーズの伝統的ブレンド！
ペンフォールズ ビン 8 カベルネ・シラーズ 2016
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！

2,000 円（税抜）

ニュージーランド/ロゼ100101495

涼しげなラベルのニュージーランド、マトゥアからロゼが新入荷！
マトゥア リージョナル・マールボロ ピノ・ノワール ロゼ 2017
ニュージーランドで最初にソーヴィニヨン・ブランを植えたパイオニアが作る名
門の造り手！今回の新作は果実味たっぷりで爽やかな味わい。夏にぴったりの
ロゼワイン。野イチゴやネクタリン、レッド・カラント、クランベリー、そしてピーチ
のような様々な芳醇な果実の香り、そしてクリスプできりっとしたフィニッシュ
のワインです。ぶどうを丁寧に圧搾し、果汁を様々な酵母で発酵させ、発酵後
にブレンドを施します。一部はテキスチャーと複雑味を与えるために澱への浸
漬を短時間行います。この夏刺激のある味わいをお求めの方にオススメの一
本です。

各860 円（税抜）

貴方のお眼鏡に叶う、デイリー･オーガニックワイン！
ビオマニア オーガニック チリ　
①カベルネ・ソーヴィニヨン ②シャルドネ
オーガニックに拘ったワイン愛好家の為にサッポロビールのワイン開発チームが立ち
上げた新たなプロジェクト。「世界中のワイナリーから厳選したオーガニックワインを
バレルで買い、厳しい管理のもと国内のワイナリーでボトリング」した新しいスタイル
のワインが登場!これはスイス有機認定団体IMO＝フランスのエコセールグループの
認証を受けたブドウのみを使用したチリの赤と白。カベルネ・ソーヴィニヨンはフレッ
シュさと程よいタンニンが心地よく、シャルドネは綺麗な酸と果実のバランスが見事
な1本です。ビオワインの最安値！1本いかがでしょうか？

2,980 円（税抜）②通常価格 3,300 円 →
2,500 円（税抜）①通常価格 2,700 円 →

7,000 円（税抜）

アメリカ/赤109202331

2013年は最高の年号！オーパス・ワンに匹敵するカリフォルニアの赤！
スターレーン・ヴィンヤード 
カベルネ・ソーヴィニヨン 2013 
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！

アメリカ/①白・②赤①109203661  ②109201389　

高級産地ナパ・ヴァレー産のワインが気軽に楽しめる高コスパワイン！
アナベラ ナパ・ヴァレー
①シャルドネ 2016 ②カベルネ・ソーヴィニヨン 2016
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』の中でも非常に稀な価格帯で更に、オ
ーパス・ワンの隣畑というクオリティ！黒系果実の凝縮した味わいに、どこまでも飲みびる
余韻は、とても素晴らしい！フ
レンチオークで14ヶ月熟成。
是非、一度お試しください！

チリ/①赤・②白①100101499  ②100101500　



冷蔵品

冷蔵品 冷蔵品

自分も欲しい、
そしてギフトにもしたい
特別なグッズ♪

パーティー用の食品も♪

1,
27
0

500

ブラック（BK）

560

“修道士の頭”という変わった名前のこのチーズは15世紀にスイスのベルレー修道院で生まれました。食べ方には
ちょっとした特徴があり、「ジロール」という専用のスライサーを使用します。チーズの真ん中につきさしてくるくると刃
を回すことで、まるでひらひらと花びらのように削ることができるのです。薄く削ることで、コクのある味わいながらも
口の中で溶けるような味わいがなんともいえず美味！！見た目の華やかさもパーティにぴったりです。

今年2月の展示会でと長年探し求めていた、家庭用ミニ
サイズの生ハム原木を遂に発見！4月から販売を開始し
たのですが、予想以上の大反響！お客様ばかりではなく、
肉LOVEな当店スタッフ数名も購入！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。秋から冬に
かけてのパーティーシーズンが盛り上がること間違いあ
りません。

403002337

大理石製のジロールが少数入荷！
エレガントでファンにはたまりません！

1kg 6,000 円（税抜）

100gあたり 630 円（税抜）

※チーズの大きさは1ホール約880g～900g前後（5,984円～6,120円）となります。 1/2カット、1/4カットもご用意がございます。
（ジロールを使用される場合は1/2カット、ホールを使用されるのが好ましいです。）

※入荷状況により価格が
変動する場合もございます。

119φ 234H 760cc

幅500×奥行560×
高さ1270（mm）
中国製

スペイン304009999

スイス307001017

4

エスプーニャ ミニ･ハモン

パーティーシーズンに最適！
盛り上がること間違いなし！

304005376

モンドールは、８月１５日から翌年の3月31日までの期間
限定で作られるウォッシュチーズ。“エピセアepicea”と
呼ばれる、もみの木の外枠や棚で熟成されるため、香ば
しい木の香りが広がるのが特徴的です。 召し上がる３０
分から1時間前に室温へ出しておくと、トロトロになり天
然のチーズフォンデュのよう！！。クリーミーでなめらか、
上品でうっとりする
ような味わい。一度
食べたらトリコに
なってしまう素晴ら
しいチーズです。 

モン・ドール

季節限定！！
秋の深まりとともに楽しみたい、
とろ～りモン・ドール

フランス

今年の酷暑の中、一番人気だったのは54本収納のこの
54本モデルでした。スタッフも驚くコストパフォーマンス
の高さとサイズのちょうど良さが一番人気の要因です。
“20～30本収納のワインセラーが欲しい”という方で
も、ご自宅にセ
ラーがあると“将
来飲みたいワイ
ン”を買うように
なり、とても30本
以内だと足りなく
なる方が大多数
の中、コンパクト
で気の利いた機
能性がイチオシ
ポイント！ぜひ店
頭で展示機をご
覧ください！

フォルスターデュアル
FJN-160G（BK）
54本用

今年の酷暑に
一番売れたセラーはコレ！
54本！ 2温度帯！ 噂の亜熱帯対応！
セール価格でご紹介！

404000250

雑貨バイヤーが
惚れ込んだレバーの感触！
使ってみて納得の使い心地です！

501000083

3,800 円（税抜）
ABS,ステンレススチール、亜鉛合金（クロムメッキ加工）

「一番開けやすいソムリエ
ナイフはどれですか？」と多
くのお客様に聞かれます
が、最近ご紹介するのが、
人気ワイン雑貨ブランドの
“バキュバン”が製作して
いるこちらのモデル。レ
バーを上下にするだけで
抜栓可能で当店のワイン
バーでも愛用され、素早く
正確に抜栓が可能です。
プレゼントにもぜひ！

バキュバン
レバー式コルクスクリュー
バーティカル

402003323

ソムリエナイフセール！
問い合わせの多かった
貴重な白いアスロを大放出！

日本ソムリエ・ナイフ界の絶対的王者がアスロです！貴重
なアスロの人口大理石モデル在庫わずかですがござい
ます！手作業でじっくり作られるため、１度欠品になると
在庫が切れてしまいます。今回はお問い合わせが多かっ
たホワイト(人口大理石)は丈夫で美しいカラーと日本人
に合わせたサ
イズが人気！
女性・男性問
わず多くのプ
ロからの信頼
を得ているア
スロから目が
離せない！

アスロ
ＫＡＮＥＴＳＵＮＥ 
ホワイト402003397

この価格でハンド・メイド！
お家でも使えるちょうど良い大きさ！
ずっと欠品してましたが
やっと入荷しました！
レーマン グラン・ブラン５０

3,800 円（税抜）

当店でも長い人気を誇り、現地
フランス・シャンパーニュで愛さ
れている“レーマン”。最近、新
作が販売されると同時に欠品
に次ぐ欠品…。でしたが、なん
とかPARTYにも入荷しました！
飲食店でもご自宅でも使いや
すい同メーカーにしては一回り
小さな小ぶりなボウル。まるで
ラ○○コン・グラスみたいな美
しさです！

テット・ド・モワンヌ
凝縮感のあるコクとふわっと溶ける口どけ！！花びらのように華やかな絶品チーズ

スイスのチーズ「テット・ド・モワンヌ」専用のスライサー『ジロール』。ハンド
ルを回して削ると、薄くきれいな花びらのような形にスライスできます。木
目タイプより温度を低く保ち、強度も高いので安心。今流行りのチョコ
レートにも使用しやすいですね。チーズを美しく見せてくれるので大人な
一味違ったオシャレなアイテムです！
※写真のテット・ド・モワンヌは別売りとなります。

BOSKA ジロール大理石製

400g前後
3,480 円（税抜）

通常価格 117,200 円 →109,815 円（税抜） 通常価格 13,000 円 →11,700 円（税抜）

9,800 円（税抜）
サイズ：214mm×155mm、容量　、重量：約1.5kg、台座部分素材：大理石100%


