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限定

1本

限定

3本

限定３本！

１８５５年メドック公式格付第二級シャトー・・・１００年以上も変更されるこ
とはなかった公式格付けですが１９７３年に歴史上で唯一メドック公式格
付第一級に昇格したのが「シャトー・ムートン･ロートシルト」です。五大
シャトーの中でも特に繊細で優美と称され、飲み頃を迎えるまでには数
十年を要する。ドイツ人の画家、ゲルハルト・リヒター氏が手がけたとい
う印象的なラベル。
PP９８点獲得の近年で一番のグレートヴィンテージが入荷

Vol.812018

数量限定

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

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

12/1(土) 13：00～18：00
ドン・ペリニョンの最新ヴィンテージ2008年と
2004年の飲み比べ！
12月の有料試飲は高価格帯がズラリと並びます！11月にリリースされたば
かりの特別なドン・ペリニョン2008年と、密かに残しておいた2004年ヴィ
ンテージのドン・ペリニョンをこの機会に試飲していただきたいと思ってい
ます！50mlずつで2杯セット5,000円！是非この機会にご来店ください！
　
12/2(日) 13：00～18：00
南アフリカのピノ・ノワールの最上の生産者！
クリスタルム試飲！
南アフリカで最も人気のある生産者といっても過言ではないクリスタル
ム。今回は、新着ヴィンテージを一挙にご試飲していただきたいと思いま
す。他にも当日レアなアイテムを開けたいと思いますので、お早目のご予
約をお勧めいたします。
　
12/8(土) 13：00～18：00
ナパ・ヴァレーの特級ワイン！
インシグニア13、14、15年比較試飲！
カリフォルニアのカベルネ・ブレンドと言えばオーパス・ワンとインシグニ
アが双璧をなすと思いますが、今回は大事に熟成させていた13、14、15
年の飲み比べを行いたいと思います。どれも評価の高い年号ですが、是
非味わっていただいて年号の特徴を掴んでいただきたいと思います。年
末特別価格として3杯セットで5000円です。限定20名様
　
12/9(日) 13：00～18：00
ブルゴーニュの異端児
フレデリツク・コサール大試飲即売会！
”NO.1生産者”魂を揺さぶるフレデリック・コサール。２００６年設立。ブル
ゴーニュを代表する偉大なる生産者のひとりであるドメーヌ・ド・シャソル
ネイ（１９９６年設立）の当主フレデリック・コサール氏が１９８７年から１０年
間クルティエとして働いたその経験と信頼のもと供給される素晴らしい
葡萄を使用して驚くようなワインを世の中にリリースし続ける。フランス
バイヤー久米村イチオシの最初で最後のフレデリック・コサール大試飲会
開催します。
　
12/15(土) 13：00～18：00
熟成スーパートスカーナ！
熟成イタリアワイン比較試飲シリーズ第4弾！トスカーナの伝統的な味わ
いと最新のボルドースタイルのワイン造りを融合させることで一躍世界
の注目を集めることになったスーパートスカーナ。DOCGを上回る品質
評価を得たにもかかわらず、法整備の遅れで“ヴィノ・ダ・ターヴォラ”であ
り続けた『サッシカイア』や、南に隣接する地区の『オルネッライア』、キア
ンティ・クラッシコ・ゾーンの『ティニャネロ』。トスカーナを代表するTOP３
とも言えるワインが熟成したらいったい・・・！？
　
12/16(日) 13：00～18：00
高級ブルネッロ4種比較試飲！
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『ブルネッロ・ディ・モンタル
チーノ』。今回は今注目の自然派生産者のプレミアムクラスのブルネッロ
を比較試飲いたします。数々のワイン・コンペティションや専門誌で高い
評価を受けている２つの生産者『サン・ポリーノ』と、『ポデーレ・ジョド』を
オンリスト。限りなく人の手を加えることなく自然なままのブドウ本来の
生命力を感じる孤高のブルネッロをお楽しみください！

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。

もうすぐクリスマス！
オシャレなギフトを揃えました！！

12月の週末有料試飲は
特別なワインをご用意します！
毎年行っておりますが、12月はお世話になっているインポーター
さんをお呼びして。高価格帯の特別な有料試飲を行います！HP
の有料試飲情報にUPしていきますので、気になる方はお早目に
ご予約ください！

12月の土曜日、日曜日、祝日 13:00～18:00

シャトー・ムートン・ロートシルト ２０１５シャトー・ムートン・ロートシルト 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、
赤ワインを全品8%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：2018年11月23日（金）～12月16日(日）まで

ボルドー/赤109008614

「われ１級になりぬ、かつて２級なりき、
されどムートンは昔も今も変わらず」

●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。

    

1981年設立。トスカーナ州のボルゲリにある極上ワイナリーの１つオル
ネッライアが造るもう１つのスーパートスカーナがこのマッセート。オルネッ
ライアがカベルネ・ソーヴィニヨン、メルローなどボルドー品種をブレンドし
たものに対して、このマッセートはメルロー100％。メルローの官能的で滑
らかな特徴を余すところなく備えた究極のワインです。ボルドー右岸のペ
トリュスやル・パンとも十分に比較できる極上のメルローです。

テヌータ・デル・オルネッライア
マッセート 2012
テヌータ・デル・オルネッライア
マッセート 2012

イタリア/赤109107894

キング・オブ・メルロー！
オルネッライアの最高峰マッセート!

    

カリフォルニアで、最も高価なカルトワインとして名を馳せているスクリーミング・イーグ
ルのセカンドワインが本数限定で入荷しました！2006年ヴィンテージから密かに造られ
ていたとされ、ファーストラベルよりも数量が少ない為、現地でも希少性がとても高く、
飲み手を選ぶワインとして有名。比較的樹齢の若いブドウやスクリーミング・イーグルで
使用されなかったブドウを使用しながらも、メルローの比率が高いことから、味わいも明
るく、妖艶で至福の一時を体験させてくれる偉大なるワイン！一般市場にはあまり出ない
ので、ご贈答要にもお勧めです。

スクリーミング・イーグル
セカンド・フライト 2011
スクリーミング・イーグル
セカンド・フライト 2011

アメリカ/赤109207712

スクリーミング・イーグルの幻とされる
セカンド・フライトが限定入荷！

    

赤ワイン全品“8％OFF”クーポン券！

通常価格 95,000 円 →90,000 円（税抜）

通常価格 150,000 円 →110,000 円（税抜）

通常価格 150,000 円 →120,000 円（税抜）

12月22日(土)、23日(日)、24日(月)は上記
以上に特別な有料試飲をご用意して、皆様の
ご来店をお待ちしております！
詳しくはHPの有料試飲情報をご覧ください！
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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



数量限定 数量限定

数量限定 数量限定

数量限定数量限定

クリスマスフェア開催中！
ウィンターセール！

限定6本！

①W500ｘD545ｘH770

②W595ｘD635ｘH1,850

①501000082 ②501000378

今年のクリスマスは温かみのある
木製で揃えてみてはいかがでしょう？

有名評論雑誌で「シャンパーニュの宝石」
と例えられ若手注目生産者。あのnoma
やパリの三つ星レストラン「ピエール・ガ
ニエール」などでオンリストされ、期待の
星10生産者に選出されるなど近年話題
の中心に必ず存在する。エペルネの南西
に位置するChavot村。1957年に植え
られたシャルドネ種と1983年に植えら
れたピノ・ノワール種から繊細で優しい
「旨味」を感じる素晴らしいシャンパー
ニュが数量限定新入荷。

ラエルト・フレール
レ・ザンプラント ２０１２

“旨味爆発”「noma」でオンリストされた
若手No.1注目生産者
“旨味爆発”「noma」でオンリストされた
若手No.1注目生産者

109207719 フランス/泡ロゼ

ハーモン＆ジョアンヌ・ブラウン夫妻によって
2008年に設立。ハーモン氏は、ナパの名門
スポッツウッドの社長も務めていたのです
が、自身のワイナリーを設立するにあたり独
立。ワインメーカーは、今をときめくアレン・
ジョーダン。ナパの北に位置するカリストー
ガの濃厚なブドウを用いて、寒暖差もある同
地のテロワールを表現。2012年のカベルネ
は、天候にも恵まれ、ナパらしい凝縮感に樽
のニュアンスを程よく感じ、口中にゆっくりと
広がる感じは、数万円のカベルネに匹敵しま
す。仏樽24ヶ月熟成（新樽60％）。ナパ好き
は外さない渾身の1本。

アリル ナパ・ヴァレー （カリストーガ）
カベルネソーヴィニヨン 2012

現地で120ドル以上する日本初入荷の
ナパ・カベルネがこの価格で、
想像を絶する美味しさ！

現地で120ドル以上する日本初入荷の
ナパ・カベルネがこの価格で、
想像を絶する美味しさ！

109207692

1995年設立。フィレンツェの名
門フレスコバルディ家と「カリ
フォルニアワインの父」ロバート・
モンダヴィの偉大な2人のワイ
ン醸造家によって設立されたワ
イナリー。トスカーナ州モンタル
チーノの土着品種であるサン
ジョヴェーゼ品種のしっかりとし
たボディ、エレガンスと、メルロー
品種の柔らかさとが見事に融合
したスーパープレミアムワイン
です。樽熟成24ヶ月。

ルーチェ・デッラ・ヴィーテ
ルーチェ 2014

神から与えられた光！
憧れのスーパートスカーナ
『ルーチェ』！

神から与えられた光！
憧れのスーパートスカーナ
『ルーチェ』！

109207748

当店で絶大な人気を誇るスペインの赤ワ
イン「フアン・ヒル」のトップキュヴェである
ディエシオチョ・メセス（通称ブルーラベル）
が今年も数量限定で入荷しました！樹齢
55年以上、厳選した古樹のモナストレルか
ら生まれる極上の1本！その名の通り、18ヵ
月間バリックで熟成。熟した黒い果実の力
強いアロマに溶け込んだスパイスやカカ
オ、トーストの香り。気品ある酸とどっしり
としたタンニンが混然一体となり、グラス
の中で花開きます！濃いのに飲み疲れする
ことのないモンスター級のワイン。即完売
必至、お早目のどうぞ！モナストレル60%/
カベルネ・ソーヴィニヨン30%/シラー
10%。

フアン・ヒル
ディエシオチョ・メセス 2016

フアン・ヒルのブルーラベルが
今年も数量限定入荷！　
フアン・ヒルのブルーラベルが
今年も数量限定入荷！　

109103659 スペイン/赤アメリカ/赤イタリア/赤

1870年創業。1905年から自社で瓶
詰めを行う歴史ある蔵元。現当主ブノ
ワ・マルゲは5代目にあたり、5つのグ
ラン・クリュを所有し、伝統を守りつつ
日々挑戦し続ける努力家であり情熱と
広い視野、そして自身の信念を備えた
素晴らしい生産者。グランクリュ・アン
ボネイ村の葡萄のみを使用した最上級
のロゼ・シャンパーニュ。ブラインドテイ
スティングによる理想的な味わいを追
及した衝撃の味わい！

マルゲ・ペール・エ・フィス
グラン・クリュ アンボネイ ロゼ 2012

新たな次元を開示した
“ワンダー・シャンパーニュ”が入荷
新たな次元を開示した
“ワンダー・シャンパーニュ”が入荷

109205655 フランス/赤

19世紀の終わり頃から伝統的な葡萄栽
培者としてサンジェルマン･デュ･ピュシュ
村で代々続くレストリーユ家。丁寧に手
積みした高品質な葡萄を新樽で贅沢に
長期熟成。2010年は近年のボルドー最
も素晴らしいヴィンテージのひとつ。シル
キーな舌触りが樽熟成によりリッチなテ
イストと交じり合いスペシャルなワインと
してリリース。21世紀最高のヴィンテー
ジになる事間違いなしの最高級デイ
リー。久しぶりに「王道」のボルドーを飲み
たいと思った時に飲んでください！

シャトー・レストリーユ
キャプマルタン 2010

最高の年号2010年！
こういうボルドーがやっぱり欲しい！！
最高の年号2010年！
こういうボルドーがやっぱり欲しい！！

109102962フランス/泡白

2,980 円（税抜）通常価格 11,000 円 →10,000 円（税抜）通常価格 10,000 円 →9,000 円（税抜）

通常価格 8,500 円 →8,000 円（税抜）
通常価格 19,000 円 →

16,000 円（税抜） 4,500 円（税抜）

750mℓ 1,690 円（税抜）

スウェーデンの可愛いらしいクリスマスグッズを集
めてみました！お部屋の装飾、ツリーのオーナメント
などにぴったり。木製のサンタやツリーは見ている
だけでも癒されます☆少量ずつの入荷になります
ので、お気に入りを見つけたらお早目に～！

①オーナメント ②フェルトトムテ
②ツリーオブジェ

①オーナメント403002928 ②フェルトトムテ403000790 ③ツリーオブジェ403000930 スウェーデン

304006321

昨年2017年は天候不順により生産されなかった、あの幻のジュースが
2年ぶりに入荷しました！コニャックの名手ポールジローがユニ･ブラン
種で造りあげる、無添加のスパークリング・ジュース！当初は自分の家族
や近所の友人のために造っていた「非売品」のジュースでしたが、あまり
の美味しさに毎年数量限定で販売されることに。その評判は年々高ま
り、幻のジュースと言われるまでになりました。ブドウ本来の甘味と酸味
のバランスが絶妙でなんとも言えない大人の味わい！ワイン同様に毎年
味わいが異なるのも楽しみの一つです。

ポールジロー スパークリング・
グレープジュース 2018

入手困難 あの幻のジュースが2年ぶりに入荷しました！入手困難 あの幻のジュースが2年ぶりに入荷しました！
304006778 イギリス

イタリアのゴルゴンゾーラ、フランスのロックフォールと
並び、世界三大ブルーチーズに数えられるのがこのイギ
リスのスティルトン。英国王室御用達のチーズとしても
有名です。スティルトン・ジャーとはそんな極上のスティ
ルトンが美しい白い陶器製のポットにたっぷりと詰めら
れたスペシャルなチーズ入りポット。スティルトン特有のほど良い塩気とブルーチーズ
ならではのコクと香りが充分に楽しめます。さらに、この陶器で出来た容器がなんとも
可愛らしい！白地にブルーのロゴが入っていて、むしろ中身のチーズより、この容器ほし
さに買ってしまう。そんな方もいるのではないでしょうか？

スティルトン・ジャー
毎年争奪戦！！チーズ好き歓喜！
な美味しさがポットにギュっと詰まっています！！
毎年争奪戦！！チーズ好き歓喜！
な美味しさがポットにギュっと詰まっています！！

①各600 円（税抜）  ②各1,000 円（税抜）  ③各1,300 円（税抜）

100g 3,500 円（税抜）

冷蔵品

買い逃した方必見！ワインセラーウィンターセール実施中！

ワインセラーウィンターセール実施中♪今年も人気を
博したインバーターコンプレッサーの26本収納モデル
や、赤いラインがの入った今話題の、最新大型機の
122本収納モデルもセール価格で実施中♪年末大特
価ですのでどうぞお見逃しないようお願いします!ワイ
ンが15％オフになるクーポン券も贈呈中！ぜひこちら
もチェックしてください。

①カジュアル+FJC-95G
②カジュアル+FJC-366GDO

フランス

①通常価格 108,000 円 →68,796 円（税抜）
②通常価格 320,000 円 →277,778 円（税抜）

① ①

② ③

12月1日（土）入荷！

新入荷
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この季節に飲みたい、食べたい、使いたい商品のご案内です♪この季節に飲みたい、食べたい、使いたい商品のご案内です♪



ネーム入れ
通常2,000円

→期間限定1,000円

①750g 4,140 円（税抜）  ②500g 3,780 円（税抜）

フランス

各6本！ 待望の新ヴィンテージ！

①36,000 円 → 32,400円（税抜）②50,000 円 → 45,000円（税抜）③33,000 円 → 29,700円（税抜）

限定12本！

限定12本！ 限定12本！

限定12個！

メドック公式格付第三級シャトー！
30年以上の熟成能力を誇る
２００５年ヴィンテージ大放出！！

メドック公式格付第三級シャトー！
30年以上の熟成能力を誇る
２００５年ヴィンテージ大放出！！

ボルドー/サン・ジュリアン村を代表する
メドック公式格付第3級シャトーである
名門シャトー。近年飛躍的な品質向上
を遂げ、カシス系の果実を想わせる深
いコクと十分なタンニンはまさしく最上
級のグラン・ヴァン。2005年は質・量共
に申し分ない21世紀を代表する世紀
のグレート・ヴィンテージ。数十年以上
の熟成能力を誇り飲み頃は少なくとも
現在～2030年頃まで続く。本当に美
味しいボルドーはいつ開けても素晴ら
しい、プレゼントや年末のプレミアムワ
インとしてオススメ！

109109998

シャトー・ラグランジュ ２００５

約20年熟成の
バルバレスコ・リセルヴァ 1999年！
約20年熟成の
バルバレスコ・リセルヴァ 1999年！

イタリア/赤ブルゴーニュ/白ボルドー/赤

2016年初リリース！Cの付く3つの畑の
ブドウを使用したサン・トーバン！
2016年初リリース！Cの付く3つの畑の
ブドウを使用したサン・トーバン！

サン・トーバン村に本拠地を置き、ブル
ゴーニュ最高の白ワインを生み出す蔵
元としても有名なマルク・コラン。その
品質はピュリニーやシャサーニュ、ムル
ソーと肩を並べる品質です！このキュ
ヴェは2016年に初めて造られたサン・
トーバン。Les Combes（レ・コンブ）、
En Créots（アン・クレオ）、Clos du 
Meix（クロ・デュ・メ）のＣの付く3つの
畑のシャルドネを使ったバランスの取
れた1本。マルク・コランフリークに飲
んでもらいたい1本です。

109104151

マルク・コラン サン・トーバン
１ER CRU レ・キュヴェ・３C ２０１６

サロット家で大切に熟成させた秘蔵
のバルバレスコ。何年もの間、ワイ
ナリー内で、この古いワインの存在
は忘れ去られていましたが、近年、
古い醸造日記と一緒に発見されま
した。スパイシーでなめし皮の要素
が感じられる香りと、非常にやわら
かい味わい。これほどまでに長い期
間の熟成を経て、驚きの品質に到
達したにも関わらずこの価格でリリ
ースするとは、ワイナリーのワインに
対する真摯な姿勢が伺えます。

109207702

ロベルト・サロット
バルバレスコ D.O.C.G. 
リセルヴァ 1999

3,600 円（税抜）

3,200 円（税抜）

ペンギンの頭がスクリューに！！
これぞインポート雑貨！
ペンギンの頭がスクリューに！！
これぞインポート雑貨！

ペンギンの頭をクルクル回せばワイン
が抜栓出来る…。人気ワイン雑貨True
より仕入れたインポート雑貨です。
ちょっとシュールなワイン雑貨ですがプ
レゼントのインパクトは大！日本には滅
多に入荷しない珍しい商品。限定36
個！お見逃しの無いようお願いします！

①ダブルレバー402002955 ②20周年サクラモデル402003370 ③マリーアントワネット402001953

ペンギンコルクスクリュー
大切な方へのギフトやご自分用に特別な一本を…大切な方へのギフトやご自分用に特別な一本を…

ワイン好きの憧れ！プロ御用達のソムリエナイフの代表、シャトー
ラギオールが特別価格となっております。定番モデルの他、限定
特別モデルも対象ですので、この機会ご利用くださいませ。更に
今ならネーム入れが半額！！
※仕上がりには1か月ほどお時間をいただいておりますので余
裕を持ってご注文くださいませ。（年末年始は変動します）

407001570

シャトー・ラギオール ①ダブルレバー 
②20周年サクラモデル ③マリーアントワネット

イタリアの名門ワイナリーが作る、イタリアの伝統菓子「パネットーネ」イタリアの名門ワイナリーが作る、イタリアの伝統菓子「パネットーネ」

イタリアのクリスマスと言えば、このパネットーネ！小麦粉とバター、卵をベースに天然酵
母でじっくりと焼き上げた伝統菓子。マルケ州を代表するワイナリー、ウマニ・ロンキのパ
ネットーネは同社製の赤ワインにサルタナレーズンを浸して焼きあげた、赤ワインがほの
かに香る大人のパネットーネ。ヴェネト州のワイナリー、ベッ
レンダのパネットーネは同社製の甘口ワイン、プロセッコ・
パッシートにサルタナレーズンを浸して焼きあげました。どち
らもオリジナルティー溢れるプレミアムな逸品。アスティなど
の甘口スパークリングと一緒に楽しむのが本場イタリア流。

①ウマニ・ロンキ パネットーネ・サン・ロレンツォ
②ベッレンダ パネットーネ・プロセッコ風味

イタリア304006283 イタリア①304006277 ②304006278

限定12本 出来立てホヤホヤのフレッシュなオリーブオイル！限定12本 出来立てホヤホヤのフレッシュなオリーブオイル！

「フルット・ディ・アウトゥンノ」とは秋の実りの意味。その
名の通り、今年の秋に収穫されたオリーブの実を絞って
造った、超新鮮なオリーブオイルです。収穫後24時間以
内に搾油、瓶詰めし、空輸にて日本に届きました。アルド

イノ社は1870年の創立。高品質なオリーブ製品のメーカーと
して古くからリグーリア州に拠点を置き、小規模ながらその名
は世界中に知られています。通年商品のオリーブオイルは当店
でも長年に渡る大人気商品。出来立てホヤホヤのフレッシュな
味わいをご堪能ください。限定12本。

アルドイノ EXVオリーブオイル 
フルット・ディ・アウトゥンノ 2018

6,000 円（税抜）

通常価格 各18,000 円 → 各15,800 円（税抜） 通常価格 3,700 円 →3,515 円（税抜）

通常価格 19,800 円 → 特別価格15,000 円（税抜） 通常価格 7,500 円 → 特別価格6,800 円（税抜）

4,500 円（税抜）

名門エチュードの飲み頃となった
カーネロスの熟成ピノ・ノワールが入荷！
名門エチュードの飲み頃となった
カーネロスの熟成ピノ・ノワールが入荷！

①109207715 ②109207716

エチュード ピノ・ノワール
カーネロス ①1997 ②1998

アメリカ/赤

年末にチリの神髄をぜひ！
エラスリス渾身のカルメネール！
年末にチリの神髄をぜひ！
エラスリス渾身のカルメネール！

1870年に設立したエラスリス。
今ではチリのTOP3として欧州、
米国でもとても評価が高く、最新
の技術を集結させた本国にある
醸造所はとても有名です。アンデ
ス山脈に近く寒暖差があり、乾燥
した気候でテロワールに優れた土
壌のブドウを用いて、クラシックな
ボルドーを思わせる味わいが○。
品格のある味わいにとても舌触り
がシルキーで固有品種独特な余
韻と複雑味が魅力！12月の寒い
シーズンには特にオススメです！

カリフォルニアのキング・オブ・コンサルタント
と名高いのトニー・ソーター氏が立ち上げたワ
イナリー。エチュードの名前の由来は、「練習」
「鍛練」「訓練」などであり、試行錯誤してよいワ
インを作っていくという意思表示。数々の超一
流ワイナリーの仕事を断り、この1本に集中し
て出来上がったというキュヴェ。カーネロスは
ナパとソノマにまたがるAVAであり、最も南に
位置するためナパの中でも非常に冷涼で、
シャルドネ、ピノ・ノワールに適した地域。そう
いった素晴らしいエリアの熟成した妖艶なピ
ノ・ノワールは、なかなか出回らないので、是非
お試し下さい！マグナムも2本のみ在庫あり。

109203541

エラスリス アコンカグア・
アルト カルメネール2016

1993年設立の「マ・メゾン」は香港生ま
れのエドワードとマージョリー夫妻が採
算度外視でワイン造りをします。歯科医
のエドワード。美食家の彼の情熱がワイ
ンに向かうことは必然でした。最大の
特徴は葡萄樹がかなり地面に近いこ
と。結果最大限の日照を得たブドウは
いきいきと育ちます。多彩なアロマが食
欲を増進させます。一口で満足するワ
インではなく、飲み続けることができる
ワイン。落ち着きながらも、香り高く滑
らかで長い余韻、香ばしい樽感が深く
広く舌を支配します。この値段で間違
いなくトップクラスのピノです！！

マ・メゾン マーティンボロー・
ピノ・ノワール 2016

チリ/赤

この卓越したピノ！
ニュージーランドトップクラスです！
この卓越したピノ！
ニュージーランドトップクラスです！

109207580 ニュージーランド/赤

※画像はマルク・コランの別商品となります。

通常価格 通常価格 通常価格

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！

3

① ③

②



通常価格 6,500 円 →

通常価格 4,200 円 →

限定24本！
無くなり次第終了！

109207694 フランス/赤

ブルゴーニュの2016年ヴィンテージはモレ・サン・ドニ村を買うべき！
ドメーヌ・オドゥール・コカール
ブルゴーニュ・ピノ・ノワール ２０１６

数量限定在庫限りの特別価格！

イタリア/①白②赤①109206199  ②109206198① ②

当店直輸入！イタリアから優しさ溢れるワインが届きました！
①サッソトンド トゥーフォ・ビアンコ トスカーナ I.G.T. 2016
②サッソトンド トゥーフォ・ロッソ トスカーナ I.G.T. 2015
ドメーヌ・サッソトンドは、家族経営の小さなドメーヌです。1990年から、ほんの1ha
のブドウ畑から栽培を始め、1997年に初リリース。現在は12haの畑を所有するま
でになりました。白ワインはソーヴィニヨン・ブランの爽やかな酸味を加え、グレコ
を少量ブレンドすることでふくらみを持たせた、非常にバランスのとれたワインに

仕上がっています。赤ワインはサンジョヴェーゼ中心にまろやかさのメルロ、花の香りのするテロルテ
ゴ、少しスパイスのニュアンスのあるチリエジョーロをブレンド。チェリーのような甘酸っぱい果実味が
特徴です。赤白ともに、優しい味わいです！

イタリア/赤109204826 イタリア/赤

驚くほどエレガントなシチリアのネロ・ダーヴォラ！
カンティーネ・バルベーラ ル・コーリ・メンフィ・ネロ・ダーヴォラ 2016

109207605

4

モレ・サン・ドニ村を代表する特級畑クロ・ド・ラ・ロッシュ畑の真向かいにドメー
ヌを構えるフランス国外はもとよりフランス国内でも探し出す事が難しく、ブ
ルゴーニュ愛好家の間では探し求める価値のある優良生産者と言われてい
る。モレ・サン・ドニ村内にある粘土石灰質土壌から非常に質の高い素晴らし
い葡萄が収穫出来る。グリオットなどの芳醇な果実。シルキーな味わいは完
成度の高さを物語る１本。

身体に染み込んでくるような優しい美味しさ！
シチリアのネレッロ・マスカレーゼ！
グッチョーネ ‘NM’ ネレッロ・マスカレーゼ N.V
グッチョーネ家は、長年に渡り、シチリア・パレルモ県に土地を所有。有機栽培、ビオ
ディナミ農法でパレルモのテロワールを見事に表現。醸造においても、自然酵母、ノ
ンフィルター、SO2は最小限に留めるなど徹底しています。フランス産オーク樽に
て、自然酵母を用いて発酵。マセラシオンは12～15日間。優しくまろやかでありな
がら、しっかりとした骨格を持つ。この土地ならではの力強さと凝縮感。たっぷりの
果実味と旨みが感じられ、染み込むような優しさを持ち合わせています。

109100777

２０００年設立。天！地！人！天才日本人醸造家、仲田晃司氏のワイナリーである
ルー・デュモン。フランス国内にはほぼ出回らず現地では非常に入手困難な
ワイン。日本人気質、職人的と言うべき、細部にまで徹底的にこだわる仕事へ
の執念が見事に表現された１本アペリティフとしてだけではなく、家庭の食卓
で食事を通して愉しめる最高級クレマン・ド・ブルゴーニュが数量限定入荷。
NEWラベルで新たにパワーアップした感動の１本。

フランス/泡

今は亡き伝説の神様「アンリ・ジャイエ」を唸らせた１本。
ルー・デュモン 
クレマン・ド・ブルゴーニュ ブリュット N.V

109204735

1800年創業の家族経営の小さなドメーヌ。現当主四代目ローラン・タルー氏
はこの土地で生まれこの土地で育った地元を愛する情熱溢れる生産者。「こ
の土地で育ったから地元が大好きだし、わざわざ今の葡萄樹を引っこ抜いて
カベルネ・ソーヴィニョンやシャルドネを植える気もない」と語る。ピクプール
種は一般的に早積みし「レモン」の様な酸が特徴的だが、唯一完熟してから収
穫する為非常に上品でカリンやアプリコットなどのニュアンスも感じる贅沢な
１本です。

フランス/白

これは旨い！！蜜っぽさを感じさせる2015年のピクプール・ド・ピネ！
ドメーヌ・マス・サン・ローラン ピクプール・ド・ピネ

フランス/赤109009764

ラングドック最高の生産者の一人、ジビエと合わせても美味しい！
ドメーヌ・レオン・バラル フォジェール 2014
南仏最高生産者の一人でありラングドックのスーパースターであるレオン・バ
ラル！緑に囲まれた自然な生態系の中で育まれた葡萄栽培を守り醸造段階で
のSO2は使用せず世界中のワインラヴァーから注目を集める偉大なる生産
者。カシス、プラム、ストロベリー等の赤い果実や赤い花にフレッシュハーブや
スパイスのアロマ。エレガントで滑らかな舌触り、濃縮したエキスと凝縮感のあ
る味わいが流石と納得させられる1本。数万円のワインと張り合う出来栄え。

109204247 フランス/赤

数量限定入荷！
カロン・セギュールの新サード・ワイン！!
サンテステフ・ド・カロン・セギュール ２０１４
メドック公式格付第三級シャトー。シャトー・カロン・セギュールの新サード・ラベル！
サン・テステフ村最北端に位置し18世紀当時あのラフィットやラトーゥルを所有し
ていたセギュール伯爵が残した「われラフィットやラトゥールをつくりし、我が心カ
ロンにあり」という名言で有名。２０１３年ヴィンテージよりラベルを一新し新たな
サード・ワインにもハートマークを採用。近年シャトー・マルゴーから責任者を招く
など話題の生産者！プレゼントに
相応しい素敵な1本！！ 3,500 円（税抜）

109201165 フランス/赤

フイリップ・パカレの生まれ故郷である
渾身のクリュ・ボージョレが新入荷
フィリップ・パカレ シェナ ２０１５
世界一高貴なワインで知られるロマネ・コンティ（DRC社）の醸造長の座を断
り２００１年に独立したブルゴーニュの天才。フィリップ・パカレはボージョレ地
方出身で、代々続く栽培醸造家の家系で育ち、自然派ワインの父故マルセ
ル・ラピエールを叔父に持つ家系です。農薬、化学肥料、除草剤、亜硫酸など
は使用せず自然農法の旗手としても知られるパカレ渾身のクリュ・ボージョレ
が限定２４本新入荷

109207671 フランス/白

何と2本で3,000円！南仏のオーガニック白ワイン！
シャトー・ヴェシエール 
コスティエール・ドゥ・ニーム ブラン 2016
ニームから南に約10㎞南に65haの畑を所有。家族経営で7代にわたりワイ
ン造りを行う老舗ワインメーカー。ラングドックとプロヴァンスのちょうど中
間あたりに位置し環境に配慮した自然な造りのワイン造りを行っておりその
土地の力強さなどをシンプルに表現したワインを造る。白い花やシトラスの
香り。ミネラリーな酸もあるので魚介や貝類との相性がよい。フレッシュ感を
楽しめる素晴らしい１本。

3,900 円（税抜）

フランス/白109207463

もう手に入らない？2013年のシャブリは最高です！
ラ・シャブリジェンヌ
シャブリ ダーム・ナチュール 2013
シャブリと正面から向き合い、シャブリのテロワールを表現し続けているラ・シャブリジェンヌ。
300名ほどの組合員からなる生産者協同組合であり、シャブリ全体の1/4の生産量を誇る。
テロワールを大切にすることをポリシーにワイン造りを行い「キンメリジャン土壌」「シャブリの
冷涼な気候」「ブドウの果実に含まれる酸」を見事に表現したワインを生み出す。オーガニック
のブドウのみで造られたこのシャブリは、海藻やヨード感もありつつ、旨味の強い味わいが素
晴らしい。2013年はシャブリ最高の
年号の一つだと思います！（BY店長）

3,850 円（税抜）

イタリア/白109207752

リースリングとは違う！？100%リースリング・イタリコの辛口微発泡！
ラ・トラヴァリーナ
オルトレポ・パヴェーゼ リースリング フリッツァンテ
ロンバルディア州パヴィア県の D. O. C. オルトレポ・パヴェーゼは白ではリー
スリングを中心として、リースリング・イタリコ、シャルドネ、ソーヴィニヨン・ブ
ラン、コルテーゼなども栽培されています。こちらのリースリング・イタリコは別
名ヴェルシュリースリングと呼ばれるもので、いわゆる通常のリースリングと
はまったく無関係。桃や青りんごなどフルーティな香りと、爽やかで引き締まっ
た酸が特徴の辛口微発泡です。 2,000 円（税抜）

昼は潮風、夜は北にある山の風という生育環境を持つ、シチリアのメンフィ。
ネロ・ダーヴォラ=重厚なワインというイメージを持ちますが、カンティーネ・バ
ルベーラが造り出すネロ・ダーヴォラは見事なほどにエレガント！収穫後7日
間の醸しを経て、天然酵母を使って低めの温度で発酵。ステンレスタンクで
８ヶ月間熟成後ノンフィルターで瓶詰めされます。赤い果実の香りとナツメグ
などのスパイス香を感じ、タンニンは決め細かくて非常にエレガントに仕上
がっています。ぜひこの機会にお試しください！

2,380 円（税抜）

2,300 円（税抜）

4,800 円（税抜）

2,200 円（税抜）

3,200 円（税抜）

通常価格 4,100 円 →

通常価格 2,800 円 →

3,500 円（税抜）

3,600 円（税抜）

2本で
3,000円！
対象商品

通常価格 4,000 円 →

通常価格 各2,500 円 → 各2,000 円（税抜）

通常価格 4,200 円 →

NEWラベル！



年末
特別価格！

各限定24本!

109108601 スペイン/赤

スペイン/白

ルト・ペネデスは優れたシャルドネを育む条件が揃っており、スペイン・シャルド
ネの聖地と言われています。所有する畑から最高の葡萄のみをセレクト！フ
リーラン果実のみ使用、完全有機農法、セラー熟成24ヶ月を経てリリースさ
れる優良年にしか生産されないスペイン・シャルドネの最高峰といえる1本。
過去のヴィンテージもほとんどがワイン・アドヴォケイトで90ポイントを獲得！
若飲みでも美味しいですが、本質的には熟成向き。
ピュリニーのプルミエ・クラスに匹敵する味わい！

109203676

優良年のみ生産される貴重品！
ピュリニー・モンラッシェを思わせる味わい！
カン・フェイセス シャルドネ 2016

次世代のスペインワイン界を担うスーパーリオハ！
シエラ・デ・トローニョ 2015
リオハの中でも最も標高の高い（650m）エリアのひとつ、ラ・バスティーダに
ある古樹のテンプラニーリョの畑からこの素晴らしいワインを造るのは若き女
性醸造家、サンドラ・ブラーヴォさん！このキュヴェはボルドーやトスカーナ、カリ
フォルニアなど世界各国で醸造経験を積んだ彼女の原点回帰ワインといえま
す。エレガントで深い味わいは従来のリオハワインのイメージを根底から覆す
でしょう。しっかりとした黒系果実の印象、仏産オーク樽での6ヶ月熟成による
優しいバニラやバターのニュアンスが感じられます。

5

2,800 円（税抜）

109207408 アメリカ/白

日本で購入できるのは当店のみ 美しく、ふくよかな、ロシアン・リヴァーの上質なシャルドネ！
テルラート・ヴィンヤーズ
シャルドネ ロシアン・リヴァー・ヴァレー 2014
テルラート・ファミリーは、1996年にアンソニーと二人の息子ビルとジョンと始めた
ワイナリー。カリフォルニアに4つのエリアにワイナリーを所有し、最先端の技術を
用い素晴らしいワインを産み出しています。ロシアン・リヴァー・ヴァレーは、沿岸部
に位置し、カリフォルニアの中でも冷涼な産地なので、上質なシャルドネが生み出さ
れる銘醸地として有名！美しいアロマとふくよかさ、リッチな果実味がこの価格では
ありえない程のグラマラスなシャルドネです。日本で購入出来るのは当店のみです
ので、ご贈答用にもお勧めです。

109207519 スペイン/泡白

ヴァレンシアでカヴァを最初に造った生産者として有名！
トレ・オリア カヴァ・シャルドネ・ブリュット N.V.
1897年設立、100年以上の歴史を持つワイナリー。現在はワインとカヴァで年間
300万本を生産。カヴァの主要産地カタルーニャ以外の地、バレンシアで最初にカ
ヴァを生産したことでも知られています。2016年からはマスターオブワインのバ
リー・ディック氏とのコラボレーションにより、コストパフォーマンスに優れたワイン
を生産しています。持続力のある心地よい泡立ちに、樽熟成によるまろやかであり
ながらしっかりとした味わいとトロピカルフルーツの香り。2ヶ月間の樽熟成と9ヶ
月間の瓶内熟成を経てから出荷。 

アメリカ/赤

この価格でカリフォルニアのトップクラスの銘醸地ソノマのアレキサンダー・ヴァレー
から熟成した希少なカベルネが入荷しました。アレキサンダーと言えば、シルヴァー・
オークやマーティン・レイなどが有名ですが、カベルネに優れたテロワールです。今回
は輸入元より、特別に入荷したアイテムなので、本数は多くはありませんが、ワイン
会や普段飲みに嬉しいワインです。ナパよりものどかなブドウ畑が広がり、寒暖差も
ありながら豊富な日照量も蓄える事が出来るので、魅力的な産地であり、。飲み頃
のカベルネでこの価格は二度と出てこない銘品！

109207598

13年熟成した飲み頃のカベルネ！しかもアレキサンダー・ヴァレー！
トロワ・ヴァワイエル カベルネ・ソーヴィニヨン
アレキサンダー・ヴァレー 2005

3,900 円（税抜）

ニュージーランド/白泡

ニュージーランドのファッションブランドがデザインを手掛ける今注目のワイナリー。
2007年設立と非常に新しいワイナリーですが、既に権威ある品評会で2年連続オブ
ザイヤーに輝くなど、数々の栄誉に輝いています。また自社畑をマールボロと最南端
のセントラル・オタゴに所有し、プレミアムなワインを生み出しています。国内でも、ア
パレル企業の社交界などでも使用されており、今後ますます買うことが難しくなるワ
インです。青リンゴやシトラスの爽やかなニュアンスに、やわらかい口どけ。インヴィー
ヴォの泡は飲まなきゃ損です！！

109105515

パーティーと言えば泡！！希少なソーヴィニヨン100%
インヴィーヴォ 
ブリュット・ソーヴィニヨン・ブラン N.V

2,300 円（税抜）

4,800 円（税抜）

100101404 オーストラリア/白

これがオーストラリアトップの気品！とにかくゴージャス！
ペンフォールズ マックス シャルドネ 
アデレード・ヒルズ 2015
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。このシャルドネ
は、マックスの生誕100年を記念したシャルドネ。アデレード・ヒルズのブドウを使用し、
大樽をで熟成。ナッツのような香ばしい香りに、蜜っぽさを
表現し、優美溢れる味わい！ 3,800 円（税抜）

109207735 アルゼンチン/赤

成長中のアルゼンチンワイン！
冬に美味しい樽使い♪
エルエステコ シクロス マルベック
アルゼンチンのカルチャキ・ヴァレーに構えるエル・エステコはバイヤーイチオ
シのワイナリー。豊かな果実味とアメリカンオークとフレンチオーク樽でそれ
ぞれ15ヶ月ずつ熟成。紫の輝きのあるチェリーレッドは上質なマルベックの
証。オーク樽由来のリッチな風味が一番の魅力。さらに凝縮したカシスやプラ
ムも香り、オーク樽由来のヴァニラ香も楽しめます。カベルネ好きにもぜひお
勧めの１本！

日本限定キュヴェ！
ブルゴーニュの神様アンリ・ジャイエを継承する作り手。
オー・ボン・クリマ ツバキ・モデル
①シャルドネ 2015
②ピノ・ノワール 2015

①109203662  ②109203663

「仏ブルゴーニュの神様アンリ・ジャイエ」の基で修業し、カリフォルニア
のみならず、世界的に人気のあるトップワイナリー。今回は、オー・ボン・ク
リマの日本限定キュヴェが年特別価格にて入荷！日本人の椿昇氏がデザ

インしており、日本とアメリカの架け橋となるワイン。是非、この機会にお楽しみください。

① ② アメリカ/①白・②赤

2,100 円（税抜）

3,400 円（税抜）

通常価格 2,000 円 → 3,000 円（税抜）

チリ/白

チリの大手ワイナリーの代表格　コノスルは2,000haのブドウ畑を所有していま
すが、その中でもシャルドネにあった№5という区画のブドウを使用しているのがこ
のシングルヴィンヤードです。寒流のフンボルト海流が流れる太平洋から7㎞の場
所にあり、チリのブドウ栽培地域の中でも最も冷涼な畑のひとつで、中央部の産地
と比べると気温は3℃ほど低くなります。豊かな酸味とチリならではのボリューミー
なシャルドネと仕上がっています。

109201277

前回のフェアで好調の大手ワイナリー こだわりシャルドネ！
コノスル
シングルヴィンヤード シャルドネ

1,850 円（税抜）通常価格 1,950 円 →

通常価格 2,800 円 →

通常価格 4,500 円 →

熟成！

②通常価格 3,600 円 →3,300 円（税抜）①通常価格 3,200 円 →2,980 円（税抜）

南アフリカで今最も注目されている作り手。
クリスタルムの人気のスタンダードキュヴェ！
クリスタルム
①シャルドネ アグネス 2017
②ピノ・ノワール ピーター・マックス 2017

①109205767  ②109205769

2006年にピーター・アラン・フィンレイソン氏によって南アフリカの沿岸部のヘル
マナスにて設立されました。栽培している品種は冷涼地帯でエレガントに育つシャ
ルドネとピノ・ノワールのみで特にピノ・ノワールが評価は高く、南アトップと名高

い！ブルゴーニュ好きの方にファンが多いこのキュヴェは、毎年、即完売となるこのスタンダード品。今後、
ますます手に入らないクリスタルムは是非、手に入れていただきたい1本。

① ② 南アフリカ/①白・②赤

通常価格 4,000 円 →

109207739 オーストラリア/赤

この価格最高のオーストラリアンカベルネブレンド！
クーム・ファーム
カベルネ・メルロー 2014
世界的に有名なオペラ歌手が所有していたメルバ・エステートがクーム・
ファームのホーム。300Haのブドウ畑を有するクームは、ヤラ・ヴァレーで最
大の造り手。自社畑の品質が高いものだけを使用します。このワインは、カベ
ルネが主体となり、メルロが柔らかさとフレッシュな果実味を与えています。
最大の魅力はジューシーなワインの質。オークはわずかに感じる程度、この価
格で安く思う程のリッチネスを持っています。 3,760 円（税抜）

通常価格 2,500 円 →

新商品

２本で

2本で
3,000円！
対象商品

各3,800 円（税抜）

限定60本！



150g 1,300 円（税抜）①約90g 1,360 円（税抜）  ②約45g 700 円（税抜）

100g ①610 円（税抜）  ②630 円（税抜）

150g 700 円（税抜） 120g 900 円（税抜） 720mℓ 980 円（税抜）

フランス・シャンパーニュ地方20%OFF 数量限定

100g 通常価格 1,350 円 →1,080 円（税抜）

冬に食べたい、食欲そそる食べ物やチーズをどうぞ♪冬に食べたい、食欲そそる食べ物やチーズをどうぞ♪
トマトの旨みがギュッと凝縮した
オイル系パスタソース！
オイルパスタソース 
①セミドライチェリートマトとオリーブの実 
②セミドライトマトと辛いハラペーニョ
トマトの旨みがギュッと凝縮したパスタソースが新登場！①
完熟チェリートマトをセミドライにし、オイル系のパスタソー
スにしました。グリーンオリーブとブラックオリーブの実も入
り素材感たっぷりです。②完熟トマトをセミドライにし、こち
らもオイル系のパスタソースに仕上げました。ソース全体に
広がるハラペーニョの辛さが食欲をそそります。どちらも茹
でたてのパスタ
（約200g）によく
絡めるだけ。ソー
スを温める必要は
ありません。お好
みで白身魚やエビ
などの魚介類を加
えればボリューム
&美味しさが倍増
します！

30g×6 3,400 円（税抜）

冷蔵品

これがなければ始まりません！
人気の生ハム3種セット
レボーニ アンティパスト
これがなければ始まらない？イタリアを代表する人気
の生ハム3種の盛り合わせがお買い得！生ハムの定番
中の定番れ「プロシュット・クルード」、お肉の美味しさ
を実感できる「コッパ」、こちらも絶対外せない「ミラノ･
サラミ」以上の3種のセット。レボーニ社は1911年創
業。品質保持の為、豚の生産･育成から製品に至るま
で全てを自社で行っているイタリアでも数少ないメー
カー。一貫生
産の為、肉の
履歴がはっき
りしているので
安心して食べ
ていただけま
す。スパークリ
ングワインや
ビールと一緒
にどうぞ！

ラ・クーナ パテ6種セット
スペイン・カタルーニャ地方の街、ジローナにラ・クー
ナはあります。料理上手のマンマのレシピで作るパ
テは原材料も製法もとてもナチュラル。そんな人気
のパテ6種がセットになりました。①キノコと白トリュ
フ②グリーンオリーブ③イチジクのコンフィチュール
④ホタテ⑤車エビ⑥タラ、以上の6種セット。海の幸
や山の幸を原料に素材の美味しさを活かしたシン
プルながらも贅沢なパテ。一度に何種ものパテを楽
しめるのも嬉しい！クラッカーやバ
ゲットにのせて楽しんでくださ
い。パッケージも可愛ら
しくギフトにも最
適です。

マンマのレシピで作った
人気のパテ6種セット！

スペイン

TERVIS 
有機ブラッドオレンジジュース
地中海に浮かぶイタリア・シチリア島
は、有機農業が盛んな地域で、シチリ
アンブラッドオレンジの特産地です。
ブラッドオレンジの果汁は赤く、濃厚
な味わいが特徴です。このブラッドオ
レンジを収穫したその日のうちに搾
り、果汁は濃縮をせずに殺菌、濃縮還
元していないストレートな果汁そのも
のの美味しさは、濃厚でありながらも
スッキリとクリアな味わいで、ひとくち
飲めば感動がおとずれます。アントシ
アニンによる果汁の美しい赤色を保
つために、すぐに飲まない場合は冷蔵
庫などの冷暗所での保存がオスス
メ。いつでも搾りたてのフレッシュは
味わえます！

搾ったままのストレート果汁の
美味しさに感動します！

304100137 イタリア

ダンケシェーン パリパリチーズ
ハイクラスなパンを生み出すことで有名なメーカー「ダンケ
シェーン」から、パリパリした食感が美味しくて楽しい「パリパ
リチーズ」の登場です！一度寝かせたパン生地に、濃厚とあっ
さりの選びぬかれた２種類のチーズを使用、ダンケシェーン
独自の製法でじっくりとパリパリになるまで焼き上げました。
ビールやワインのお供にも、おやつにもピッタリです。直径３
０cmとサイズもビッグで、何人かでシェアして食べるのもオ
ススメです。パリパリの食感がやみつきになりますよ！

大きくて丸くてパリパリが止まらない！
癖になる食感です。

304009962 日本

スイスデリス
チーズフォンデュ
寒くなると、食べたくなるチーズ料理といえば、
チーズフォンデュですよね！！こちらは容器のまま電
子レンジで温めるだけで、簡単にお召し上がりい
ただけるのに、味わいは本格的。濃厚でクリーミー
な味わいのために、グリュイエールチーズ、エメン
タールチーズ
などのスイス
のチーズを使
用し、伝統的
な製法で作っ
ています。ご
家庭でくつろ
ぎながら、ス
イスの本場の
美味しさをお
楽しみくださ
い♪

スイス産の本物の美味しさをお手軽に！
電子レンジで簡単チーズフォンデュ！！

307002387 スイス

アフィネ・オ・シャンパーニュ・ロゼ
フランス・シャンパーニュ地方でつくられる“ラングル”
をベースに同郷のシャンパーニュ・ロゼでウォッシュし
た贅沢なチーズ。熟成の若いうちは程よい酸味とほろ
ほろとした生地が特徴ですが、熟成が進むとトロトロ
に。ウォッシュタイプにしては穏やかなので、シャン
パーニュから赤ワインまで幅広くお楽しみいただけ
ます。ケーキの
ようなかわいら
しい見た目も、
パーティーで喜
ばれること間違
いなしです！！

ロゼシャンパーニュが上品に香る！
贅沢なチーズ

①304009783 ②304009784

304100115

イタリア304005741

①304100130 ②304100131 日本

200mℓ 1,300 円（税抜）

マノリ EXVオリーブオイル
オリーブオイル発祥の地とされるエーゲ海に浮か
ぶギリシャ・クレタ島産。その本場で絶大な人気を
誇るコロネイキ種を100%使用。口当たりは軽め
でピリリとしたキレとフルーティーさが両立したバ
ランスのよい味わい。素材の持つ美味しさを引き
出してくれます。このマノリはお醤油のように卓上
に置いて使える便利なフレッシュボトル入り！イタリ
アンなどの洋食ばかりでなく、お豆腐や納豆、卵
かけご飯な
どの和食に
も合うんで
す。毎日の
お食事にひ
とかけする
だけで美味
しさと健康
が同時に手
に入ります！

お醤油のように使える便利な
フレッシュボトル入り！

ギリシャ304100132

冷蔵品冷蔵品

唯一無二の美味しさ！！
温泉水で磨く「十勝ラクレット」
十勝ラクレット
モールウォッシュチーズ
「酪農王国十勝のチーズを世界ブランドへ!」という想
いのもと、北海道十勝の６工房が製造したナチュラル
チーズを、共同熟成庫で温泉水で磨きながら３ヶ月間
熟成させた風土を生かしたラクレットチーズ。通常は
塩水を使うところを「モール泉」を用いてひとつひとつ
丁寧に熟成することで、芳醇で香り高い優しくまろや
かな味わい
に仕上がりま
した 。国 産
チーズの新し
い世界を感じ
させる、唯一
無二な美味
しさです。

304009961 日本

冷蔵品
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※写真はイメージです 5,500 円（税抜）

①②各3,000 円  ③3,600 円  ④2,100 円
全て税抜き価格です。 1,700 円（税抜）各3,800 円（税抜）

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

NEW!

10％OFF 10％OFF

①6,840 円（税抜） ②③各7,125 円（税抜）   ④⑤7,410 円（税抜）
小さな気泡などある場合がございますがグラスの個性として当店では販売しております。

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♪

日本403002081

簡単！ボトル内を真空状態にする
おしゃれ全自動ワインセーバーが
10％OFF♪
DENSO ワインセーバー　
シルバー
DENSO ワインセーバー　
シルバー

407001699

グラスの縁にひっかかる姿が
愛らしい！

パーティーで自分のグラスがわからなくならないよう
に、マーキングするグラスマーカー。
新商品は可愛らしい６匹の猫ちゃん♪
シリコン製でグラスの縁にしっかりとひっかけられま
す。覗いてるような丸い背中としっぽがなんともかわ
いいです。

グラスマーカーキャット
６個セット

①407001573 ②407001572

かっこいいワインバッグで
お洒落に持ち運びましょ♪

紙や布製バッグからグンと差がつく！
金属製の持ち手と落ち着いた質感のフェ
イクレザーバッグ。ワインを持ち運んでる
とは思えない
お洒落な雰囲
気を出してく
れますね。上
部はマグネッ
トにより、しっ
かりとくっつ
き閉じてくれ
るので中が見
えずらい所も
安心です。冬
場の装いに
ぴったり♪

トラベラーワイントート
①ブラウン ②ブラック

①402002460 ②402002381 ③402002383 ④402002380 ⑤402002379

今年の冬も開催中！注目度No.1ワイングラス
ZALTOシークレットセール！
ZALTO①ホワイト ②ユニバーサル ③シャンパーニュ
④ボルドー ⑤ブルゴーニュ
ZALTO①ホワイト ②ユニバーサル ③シャンパーニュ
④ボルドー ⑤ブルゴーニュ
去年、爆発的な人気を誇ったシークレットセー
ル。中には4脚ずつご購入された方や多くのお客
様がまとめ買いされる多い現在多大なる注目を
集めるワイン愛好家垂涎のワイングラスです、1
脚 手にするとすべてのワイングラスをZALTO
グラスにしたくなるほど中毒性のあるグラスで
す…。特に人気の高いブルゴーニュとユニバー
サルはもちろん、優美なシャンパーニュグラスは
年末年始に強い人気を誇ります。ホワイトグラス
は甘口ワインやソーヴィニョンブラン、ふくよか
なシャンパーニュにもお薦め。ボルドーワインは
他にもカリフォルニア、スペイン、イタリアワイン
とも相性バッチリです。世界のトップ・ソムリエが
惚れ込むグラスをぜひ大切な方へのギフトと自
分へのご褒美にいかがでしょうか？

フランス①402002824 ②402002825

フランスのエスプリが
日本の文化と融合！
この時期にふさわしい美しいお箸！
クリストフル ユニ　
①ルージュ(赤) ②ノワール(黒)
お誕生や人生の節目のギフトに選ばれるシルバーカトラ
リーの老舗クリストフルが、日本の食文化に馴染み深いお
箸を作りました！幸せを“橋渡し”する意味を込めた縁起の
良いお箸は、まさしくご贈答にもおすすめです。赤と黒そ
れぞれ持ち手
にシルバーが
あしらわれ、き
りっと引き締
まった印象の素
晴らしい作品
です。年末年始
のお食事の席
にどうぞ！

日本が誇るＤＥＮＳＯの人
気ワイングッズのご紹介！
小型・軽量・静音かつ、手に
馴染みやすいデザイン性
と機能性は抜群の人気を
博しています。ワインの劣
化を全自動で防ぎ、カラー
ラインナップは他にも・ワイ
ンレッド・ブラックの計3種
類。メタリックで車のボ
ディーを彷彿とさせるクー
ルなワインセーバーです。
この時期だけの特価をお
見逃しなく！

イタリア407000934

野性味あふれるナチュラルな
ボードは１枚あるだけで
雰囲気抜群！
アルテレニョ オリーブ製
カッティングボード
アルテレニョ オリーブ製
カッティングボード
ビストロや食卓でひと際目をひく木製のボー
ド。シャルキュトリーやチーズ、パンなどを盛り
合わせるだけでかっこ良くきまります！
アルテレニョの製品は伊、ウンブリア州のベ
テラン職人により一つずつ丁寧に作られるの
で、同じ形が2つとない唯一無二の商品！大
胆な木目がそれぞれ違うので、店頭でお気に
入りをお選びください。

スリランカ①403002935 ②403002938 ③403002933 ④403002931

幸運が舞い込みそう♪
イギリスのデザイナーハンナターナーの
滑らかなテーブルウェア
①エッグカップ ＣＡＴ イエロー
②エッグカップ ＯＷＬ ピンク
③ソルト&ペッパー ＣＡＴ イエロー
④ミルクジャグ ＯＷＬ

①エッグカップ ＣＡＴ イエロー
②エッグカップ ＯＷＬ ピンク
③ソルト&ペッパー ＣＡＴ イエロー
④ミルクジャグ ＯＷＬ
独特な表情の猫やフク
ロウが可愛い！刺繍から
インスパイアを受け動物
達をいかに優雅にスタイ
ル良く家に飾るかという
事をテーマにしていま
す。ハンドペイントと、転
写シートを利用してデザ
インが施された炻器は、
なめらかで日本の常滑
焼のような表面です。

通常価格 12,000 円 →10,800 円（税抜）
単3アルカリ乾電池2本（別売）

通常価格 2,000 円 →1,800 円（税抜）
サイズ径4.2cm、H23.5cm、容量290ｃｃ

スロバキア402002749

“最適”なシャンパーニュグラスが
なんと10％OFF！
この機会をお見逃しなく
イタレッセ オプティマム
シャンパーニュに精通したリチャード・ユリーン氏
がイタレッセとコラボして完成させたその名も
OPTIMUM(最適な)シャンパングラスです。ボウ
ルの丸みと高さ、口径の黄金比は「シャンパンが
完璧に開せるとか。12月のスパークリングが美
味しい時期
に合 わせ、
10％オフの
クリスマス価
格にてご用
意しました！
特別な1杯を
ぜひお楽し
みください！

各5,000 円（税抜）
ギフトにおすすめ！

通常価格 ①7,200円 ②③7,500円 ④⑤7,800円→
②

① ②
③ ④

③

④

⑤①
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今欲しい、
スタッフオススメの
商品はコチラ！！

１９３６年創設。１５０人程の小さ
なキュイル村で自然派シャン
パーニュの祖と呼ばれる重要人
物。Ｈ－６０はなんと海底熟成さ
せたスペシャル限定ボトル。
９０００万年前、シャンパーニュ地
方は熱帯の海でした。現在、化
石の貝殻の白亜下層を構成し、
シャンパーニュをその起源に戻
すというアイデアが浮かび上が
りました。ボトルを深さ６０ｍの海
に沈めて理想的な静寂、暗闇、
湿度、圧力の恩恵を受けた海底
熟成ボトルが入荷

イタリア半島の最南端に位置するカラブリア州。ギリシ
ア人がイタリアを「エノートリア（ワインの大地）」と呼ぶ
ようになったのは、カラブ
リアのイオニア海岸沿い
のブドウ畑を讃えてのこ
とであったと伝えられてい
ます。また古代オリンピッ
クの勝者にはカラブリア
の『クリミサ』のワインが
与えられましたが、これは
今日の『チロ』の祖先であ
るとされています。①グレ
コ100％の辛口白ワイ
ン。シトラス、柑橘系のフ
ルーツを頬張った時のよ
うな感覚を彷彿とさせて
くれます。②ガリオッポ
100％の赤。ドライフルー
ツ、干しブドウ、黒コショウ
などスパイスのような香
り。ブドウをかじった後の
ような後味とミネラルが
たまりません。

共に良いヴィーニョ・ヴェルデを造ろうと4
人のブドウ栽培農家が立ち上げた小さな
協同組合。造り手のフェルナンド・パイヴァ
はニコラ・ジョリーやピエール・マッソンの
影響を受け、ビオディナミを独学、自分の
環境に合わせたやり方で実践しています。
このヴィーニョ・ヴェルデ出身で代々ブドウ
栽培農家の彼は2004年から自身のプロ
ジェクトを立ち上げ、鶏や羊を飼い、自然な
環境を整えつつ、ワインセラーでは不自然
な波長や振動を避ける為電気を使わずに
ランプのみを使う徹底ぶり。このワインは
ステンレスタンクで野生酵母で発酵させSO2も極僅か
しか使用していません。ポルトガルではまだ珍しい、自然
派の志を持った生産者の1本。これで2,000円台前半は
驚きです！！

402002371

JAL国際線でも使用され始めた！スタッフ
お薦めの開けやすいコルクスクリュー♪

①2,500 円（税抜） ②2,600 円（税抜）

①1,600 円（税抜） ②2,700 円（税抜） 47g 490 円（税抜）

冷蔵品

限定36本！

限定12本！

数量限定

日本未入荷

新入荷

2,200 円（税抜）

5,500 円（税抜）

3,500 円（税抜）

24,000 円（税抜）

ポルトガル/白109207627 フランス/泡白109207342

イタリア/赤①109207753 ②109207754

15,250 円（税抜）
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ヴィニビオ
ヴィーニョ・ヴェルデ
ミカ 2016

一人で飲んで30分もたない！
驚きのヴィーニョ・ヴェルデが入荷です！

109207406

シャトー・ペトリュスのクリスチャン・ムエッ
クス氏がカリフォルニアで手掛ける『ドミ
ナス』のチームが醸す日本未入荷のワイ
ン。ボルドーのグランヴァンに通じるエレ
ガントさや複雑味を兼ね備えた完璧なカ
ベルネで年号も2015年という暖かい年
なので、味わいもパワフルで濃厚！今回は
特別の入荷となりますので、今後は入手
困難なワインですので、カリフォルニアワ
イン好きの方は是非1本は手に入れて頂きたいワインで
す。ご贈答用やワイン会にもお勧めです！ステンレスタン
クで発酵後、樽熟成12ヶ月。日本未入荷36本限定。

カルペ・ディエム
カベルネ・ソーヴィニヨン
ナパ・ヴァレー 2015

「今を生きる」という意味の
ナパ・ヴァレーの日本未入荷カベルネ！

アメリカ/赤

109207523

ドイツワインガイドブックゴーミヨ2004に
て赤ワインで初の年間最優秀醸造所に選
ばれたマイヤー・ネーケル。赤ワインの魔術
師とも呼ばれ、80年代にアンリ・ジャイエと
出会い、その人柄とワインに魅了され、そ
の10年後には「アール地方のアンリ・ジャイエ」とも呼ば
れるようになった。この赤は娘マイクの夫マーカス・クラ
ンプ氏が育てたシュペートブルグンダーをネーケルファ
ミリーが醸造した特別なもの。10％は醸し、90％はステ
ンレスタンクで発酵後、古樽で8ヶ月熟成。バーデンらし
い果実感とドイツらしい綺麗な酸が心地よい。手を取り
合う、結婚に相応しい1本です。

ニュージーランドで果敢な挑戦をし続
ける、木村さんのピノ・ノワールが限定
入荷！2009年よりワイナリーを設立し、
優しい果実味とチャーミングな酸が特
徴的で、収穫は全て手積みで選果台で
さらに厳しく選別。ブラックチェリー、ラ
ズベリー、イチゴなどの甘い果実に
ロースト香、バニラ、赤い花のニュアン
スの調和した香りがグラスの中に溢れ
ます。フンチオーク（新樽３０％）で11ヶ
月熟成。2017年は天候不順となった
年ですが、上品な渋味が広がるエレガ
ントな味わいです。是非、ニュージーラ
ンドの最前線を体感下さいませ！

キムラ・セラーズ 
マールボロ・ピノ・ノワール 2017

多くの幸せと喜びを！
木村さんの美しいピノ・ノワール

ニュージーランド/赤

当店で長年ファンが多かった同商品が今年の秋から
JAL国際線の機内サービスに採用されました！長年スタッ
フが大切に紹介してきた商品
が多くの方の支持を得て世界
中の大空で活躍します。〝老若
男女誰でも開けやすい〟〝短い
時間で空けられ、ミスが少ない
〟とリピーターの多いこの商
品。ぜひ年末の帰省の際のお
手土産にしてみては？

ラクリス コルクスクリュー
フォイルカッター付き

109207738

マイヤー・ネーケル & クランプ
ハンド・イン・ハンド
シュペートブルグンダー
バーデン 2016

マイヤー・ネーケルが娘の嫁ぎ先の
ワイナリーと一緒に仕込んだ特別な赤！

ドイツ/赤

307002386

高い栄養価から“神のあたえた果実”とも言われるデー
ツに、くるみをサンドしました！！女性に不足しがちな栄養
素が補え、なおかつ美
味しく、赤ワインのおつ
まみにぴったりです。そ
のままはもちろん、粗く
刻んでクリームチーズ
やバターに混ぜても美
味しくお召し上がりいた
だけます。

主に東京から回収されたコルクをリサイクルし生活に寄
り添う様々な製品として甦らせているTOKYO CORK 
PROJECTから、子供の成長を助けるおもちゃ「積み木」
が登場！コルクの持つ「軽い」「弾力性」「柔軟性」という特
性で、落としても床を傷つけず、騒音を抑えるから思
いっきり遊べる！さら
に「摩擦性」によって、
木ではできない様々
な積み方で創造性を
豊かに！

ドライデーツとくるみ

くるみの食感とデーツの優しい甘みが
引き立てあって最高のマリアージュ♪

日本(原材料アメリカ) 407001677

TOKYO CORK コルクブリック

ギフトにも素敵なBOX入りのシンプル
なコルク製積み木が新登場！

日本

ユック・ペール・エ・フィス
シャンパーニュ・ブリュット
Ｈ-６０（海底熟成）

全世界500本！
海底熟成シャンパーニュの限定ボトル

スカラ チロ D.O.C. 
①ビアンコ 2017
②ロッソ クラッシコ・スペリオーレ 2015

ワインの大地が生み出す
カラブリアの独特の風味に魅了！

通常価格 6,500 円 →5,800 円（税抜）

①304100128 ②304100129

ラベリ社は1946年にフォアグラ
の産地と して名高いフランス南西
部のランド県に設立。伝統的な製
法で作られるフォアグラは高品質
で今では市場においてリーディン
グメーカーとなり、フランス国内の
みならず、海外からも高い評価を
受けています。フォアグラ・ブロッ
クとはフォアグラをペースト状にし
てから成型した調理済みの製品。
①スタンダードな40グラムの丸型
スライス1枚入り。特別な日の食
卓にいかが？②小さな丸型に成型
されたフォアグラが12個入り。
パーティーのテーブルも華やかに！

ラベリ フォアグラ・ブロック
①スライス40g ②ミニ・スライス90g

食べやすく成型されたフォアグラ！
年末位は贅沢しませんか？

フランス

幅150×直径30×高さ145 特別価格3,420 円（税抜）


