
☟イベント＆フェア情報

1878年創業。イタリア・カンパーニア州、ヴェスーヴィオ火山の麓に位置するマストロベ
ラルディーノ社。ワイン造りの歴史そのものはなんと1750年頃から続いている名門。カ
ンパーニアのワインを守りぬいてきた実績は『イタリアワイン界の誇り』と讃えられるほ
ど。ブドウ品種ピエディロッソに由来する丁子などスパイス香、アリアニコのフローラル
さが調和したワイン。ヴァニア、プラムのアロマ。20年経過した今でもどっしりとした味
わいが楽しめます。

多くのワイン評論家から称賛を浴び、実力はグラン・クリュに匹敵すると評価される実力
派シャトー。通常よりも長期熟成させ当主の名を冠したスペシャル・キュヴェ（全生産量の
僅か１％=１５樽）。「信じられないと思うが、１級シャトーに近い味がする。２００１年とは思
えない出来、これは簡単な業績ではない」とロバート・パーカー氏が褒め称えた逸品。二
度と入手出来ない飲み頃を迎えたソシアンド・マレ、伝説の2001年はしばらく1級シャ
トーを飲んでいないワインラヴァーの為の1本です。

Vol.832019

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

限定

24本

15,000 円（税抜）

7,900 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

2/2(土) 13：00～18：00
ロゼの概念が変わる？自然派ロゼ試飲！！
今回は店長沼田がオススメする、というか驚いた自然派ワイン、ロゼ縛り
でテイスティングしていただきたいと思います。メインはマルセル・ラピ
エールやピエール・オヴェルノワと並ぶ自然派ワインの祖アラン・カステッ
クスが仕込んだル・カゾ・デ・マイヨールのロゼ2014年！一味違ったロゼ
の楽しさをお伝えします！

2/3(日) 13：00～18：00
熟成バルバレスコ比較試飲！
イタリア・ピエモンテ州でバローロと並び称される高貴なワイン『バルバ
レスコ D.O.C.G.』。バローロが力強さ、厳格さ、深遠さを表現するのに対
して、バルバレスコは繊細さ、優美さが感じられるスタイルです。このバル
バレスコが20年、30年熟成するといったいどのように変化していくの
か？詳細はHPでご確認ください。

2/9(土) 13：00～18：00
カリフォルニアで最も偉大な畑「トカロン・ヴィン
ヤード」を探る旅！
カリフォルニアで最も偉大な畑と言えば誰もが「トカロン・ヴィンヤード」を
思い浮かぶと思いますが、今回の試飲は、その「トカロン・ヴィンヤード」に
焦点を当てて歴史背景を感じていただきたいと思います。有料試飲では、
最初で最後になるかと思いますので、是非お見逃しなく。詳細は、HPでご
確認ください。

2/10(日) 13：00～18：00
ウィリアム・ダウニーとジョシュア・クーパー
先月に引き続きオーストラリアナチュラルワイン試飲会です。オーストラリ
ア・ピノ・ノワールの評価でトップを走る「ウィリアム・ダウニー」。今回は若干
30歳で驚きのピノを造る「ジョシュア・クーパー」との飲み比べを行います！
ジョシュア・クーパーは去年、日本初入荷で極少の割り当て。その味わいの
素晴らしさから話題になりました。この飲み比べは今回限りの特別企画。
ウィリアム・ダウニーのバックヴィンテージと、当店に2本ずつしかないジョ
シュア・クーパーの4キュヴェをお出しします。是非ご参加くださいませ！

2/11(月・祝) 13：00～18：00
気軽に楽しみたいスペインワイン！
2019年のスペインワイン試飲の第一弾はプリオラートの新星、フランク・
マサール。当店スタッフにもファンが多い大注目の生産者。普段はメイン
として飲むことがあまりないであろうカリニャンを中心に試飲していただ
く予定です。詳細はHPにてご確認ください。

2/16(土) 13：00～18：00
チリの熟成赤ワイン3種類＆新着！
アルマヴィーヴァ2016年の会！
バイヤー渾身！熟成したチリワインの飲み比べ＆近年再評価が高まるアル
マヴィーヴァ2016年の飲み比べイベント！当店に1本ずつしか入荷しな
かった世にも珍しい90年代のチリ赤ワイン3本とチリの最高峰を楽しめ
るPARTYならではの熟成企画！詳細はHPをご覧くださいませ。

2/17(日) 13：00～18：00
昨年大好評だった日本ワイン試飲！
人気トップクラスを走り続ける「ドメーヌ・オヤマダ」と日本ワインの可能
性を突き詰めていく「グランポレール」！明るい日本ワインの未来を担う2
つのワイナリーを楽しむチャンス！オヤマダの販売分はありませんが、是
非この機会に試飲してみてください！

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。

バレンタインデー&ホワイトデーに
大切なあの人と…

ブルゴーニュ地方とアルザス地方でビオ
ディナミでブドウを育て、最高のワインを
仕込むジャン・ルイ・トラペ氏と奥様が来
店されます！ブルゴーニュの話やオーガ
ニック栽培から醸造の話まで、色々と聞
けるチャンス！当店初のイベントです！予
約必須！！詳しくはHP、facebookにて上
げていきます！

3/23(土) 13:00～18:00

シャトー・ソシアンド・マレ
キュヴェ・ジャン・ゴートロー ２００１
シャトー・ソシアンド・マレ
キュヴェ・ジャン・ゴートロー ２００１

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

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

フランス/赤109105182

あのロバート・パーカーJrに「1級シャトーの味がする！」と
言わしめた伝説の2001年！

    

マストロベラルディーノ
ナトゥラリス・イストーリア イルピニア I.G.T. 1999
マストロベラルディーノ
ナトゥラリス・イストーリア イルピニア I.G.T. 1999

イタリア/赤109208172

20年熟成！熟成美香るアリアニコ古酒！
カンパニアの「マストロ」＝「名工」

    

ターンブルは、ナパ・ヴァレーのオークヴィルに本拠地を構え40年ほどのワイナリーで
す。拡大志向のワイナリーが多いなか、今でも家族経営を貫き、品質と名声を保っている
作り手です。現在では、4つの自社畑をオークビルやカリストーガに構え、素晴らしいナ
パらしいワインを産み出しています。今回、初めて当店に入荷となりましたが、オーパス・
ワンやロバート・モンダヴィなどに囲まれた奇跡的なテロワールから、凝縮感と骨格、気
品に溢れるカベルネです！名前の由来は、昔「王様を救った勇敢な家来である雄牛」から
きており、勇敢さや大胆さを表現しています。

ターンブル カベルネ・ソーヴィニヨン
エステート・グロウン ナパ・ヴァレー 2016
ターンブル カベルネ・ソーヴィニヨン
エステート・グロウン ナパ・ヴァレー 2016

アメリカ/赤109008348

オークヴィルでコスパに優れたカベルネの生産者！
まだあまり知られていない、今最もお勧めナパワイン！

    

御祝いの時に飲みたい！
「スパークリングワイン全品●%OFF」クーポン

通常価格 9,000 円 →8,500 円（税抜）

ブルゴーニュ地方ジュヴレ・
シャンベルタンの雄、
ジャン・ルイ・トラペ夫妻
来店試飲会！

次号（84号）は3月下旬頃のお届けとなります
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数量限定

数量限定 期間限定価格

20％OFF

2018年度、ボルドー売上No.1！ 2018年度、下期フランス白ワイン売上No.1！

ミニピック×2、キャンドル×1

403002965

寒い日の熱々料理に！定番のストーンウェアがお買い得です。

中世の街並みが今も存在するサンテ
ミリオン。五世代に渡り僅か3.27ha
程の畑をベルジャル家が所有するマ
イクロ・シャトー。クロ・フルテやボーセ
ジュールなどに囲まれる石灰岩土壌
の恵まれた絶好の区画の葡萄を使用
し12～18ヶ月樽熟成（新樽40％）。ド
ライフラワーや薔薇などの上品で柔
らかな果実のアロマに熟成由来の
ハーブやスパイス、タバコにキノコな
どの複雑なニュアンス。程好い飲み
頃を迎えた歴史情緒溢れる素晴らし
いワインが衝撃の価格で入荷。

シャトー・ル・シャトレ 1998
20年熟成された飲み頃のボルドー！20～21歳
の方へのプレゼントにいかがでしょうか？
20年熟成された飲み頃のボルドー！20～21歳
の方へのプレゼントにいかがでしょうか？

109204733 フランス/白

フランシス・フォード・コッポラ監督が2006
年にソノマ地区で設立し、ソノマのブドウの
みで作りのがこの「ディレクターズ・カット」シ
リーズ。ソノマのテロワールに敬意を表し、
醸造チームの実力を如何なく発揮し、映画
の起源ともいえるゾーエトロープというフィ
ルムの様なテープがラベルになった斬新な
デザインでパーティなどのイベントでも大人
気です！このシリーズの中でも一際人気を見
せているのが、このジンファンデル、華やか
な香りに、凝縮感のある味わい、どれをとっ
ても素晴らしく、多くの方を魅了するワイン
です。

フランシス・フォード・コッポラ
ディレクターズ・カット 
ジンファンデル 2016

コッポラ監督の大人気ワイン！
映画のフィルムを纏った濃厚ジンファンデル！
コッポラ監督の大人気ワイン！
映画のフィルムを纏った濃厚ジンファンデル！

109105889

ラシッチはアブルッツォ州テラーモ
県、コントログエッラに2003年に
設立。所有する畑が僅か3ヘクター
ルの小さな家族経営ワイナリー。
しっかりと熟成させたブドウを使用
している為とても濃い外観。イチゴ
ジャムや煮詰めたチェリーのような
キュートさから、時間がたつにつれ
ダシのような旨みが増します。果実
そのものの甘味と酸味のバランス
が素晴らしく、ブドウのパワーが
ぎゅっと詰まった味わいです。（モン
テプルチアーノ100％）

ラシッチ
ヴィーノ・ロザート 2016

アブルッツォ州のブドウの
パワーが詰まった力強いロゼ
アブルッツォ州のブドウの
パワーが詰まった力強いロゼ

109208079

マールボロを拠点とする3人のワイン
メーカーが、自身の詳細を全てかくし
「マールボロの伝統的なワインスタイル
を破壊して新たな可能性を拓く」ために
スタートしたシークレットプロジェクト。
自由な発想とナチュラルで挑戦的なワ
イン造りを追求しています。このミリー
ジャは7品種のフィールドブレンド。なだ
らかな斜面に位置する畑から同じ日に
収穫。全体の約半分を24時間のスキン
コンタクトを経て、100%フレンチの古
樽にて常温で発酵。トロピカルでスパ
イシーな風味。チャレンジングな醸造は
革新的な味わいを生み出しています！！

ヴァンダル
ゴンゾー・ミリージャ 2018

初回即完売！あの謎の
ワインメーカーが帰ってきました！
初回即完売！あの謎の
ワインメーカーが帰ってきました！

109208012 ニュージーランド/マールボロカリフォルニア/赤イタリア/ロゼ

1985年設立のジャン・マルク・ボワイヨ。1991年
にピュリニー・モンラッシェ村のトップ生産者である
エティエンヌ・ソゼの畑3分の1を所有し一躍注目
のドメーヌへと変貌を遂げたブルゴーニュ界のプ
リンス。たっぷりとしたボリューム感を基調とし、ミ
ネラルの強弱によってアペラシオンが表現される
スタイル。このマコン・ヴィラージュはピュリニー・モ
ンラッシェに使われた樽を用いてマコンのブドウを
熟成させた1本。上品に美しく表現された見事な
味わいは血筋・経歴ともにブルゴーニュ最高峰に
例えられる世界観を感じさせてくれます。この価格
は倍以上の価値がある！

ジャン・マルク・ボワイヨ
マコン・ヴィラージュ ２０１５

倍の価格以上のコストパフォーマンスを
感じさせるボワイヨのマコン！！
倍の価格以上のコストパフォーマンスを
感じさせるボワイヨのマコン！！

109207541 フランス/甘口

ローヌ地方最高の生産者であるシャプ
ティエが南仏のルーションで造るグル
ナッシュ種を主体とした天然の甘口赤
ワイン。チョコレートやナッツとの相性
は抜群で、ちょっと大人でリッチなデ
ザートタイムを演出してくれます。食後
にグラス一杯の贅沢を演出してくれる
贅沢なデザート・ワインです。個人的に
は餡蜜や黒糖、アイスクリームとの相
性が良いと思います！※バニュルスとは
製法が通常のワインとは異なり「ヴァ
ン・ドゥ・ナチュレ」という分類の天然甘
口ワインです。発酵途中でアルコール
を添加し、発酵を停止させ、甘味を残し
たワインです。

M･シャプティエ バニュルス
バレンタインチョコレートと
一緒に飲みたい！癒しの甘口ワイン！
バレンタインチョコレートと
一緒に飲みたい！癒しの甘口ワイン！

109006467フランス/赤

2,800 円（税抜）通常価格 3,600 円 →3,200 円（税抜）通常価格 6,800 円 →3,800 円（税抜）

通常価格 4,480 円 →3,980 円（税抜） 通常価格 3,500 円 →3,400 円（税抜）2,500 円（税抜）

200mℓ×2 2,850 円（税抜）

簡単に調理可能！ストーンウェアの生
産に適した土壌を持つポルトガルの
上質な陶土が原料の耐熱陶器。グラ
タンや焼き菓子作りに大活躍！熱々
お料理を作っておうちで芯まで温ま
りましょう♪食パン１枚がぴったり入
るのも便利です。

VIVノンスティック レクタングルベーキング22cm

407001441 ポルトガル

304100155

当店でもお馴染みの最高級ノンアルコール・ス
パークリングジュース、1688のBLANCと
ROSEの200mℓボトルのセットが新登場！名前
の由来は1688年に逝去されたシャンパーニュ
地方出身の司教が残したレシピを復元したも
のだから。欧州首脳クラスの晩餐会などでも使
用されていたり、HALAL（ハラル）食品認定な
ので、ドバイのエクゼクティブホテルなどでも
宗教を問わないウエルカムドリンクとして振舞
われています。シャンパンのような優雅な味わ
い、高級感漂うボトルで最高級ノンアルコール
ドリンクのポジションを維持し続けています。

1688 Blanc Rose 紅白セット 200mℓ 
ギフトに最適！全てが上質な最高級ノンアルコールジュース2本セット！ギフトに最適！全てが上質な最高級ノンアルコールジュース2本セット！

ずっと使いたい！温かみのある
フォンデュポットが特別価格です。

大人気チーズグッズメーカーBOSKAから希少なチーズフォン
デュポッドが新入荷！可愛らしいスイスの国旗のデザインがく
テーブルを彩ります。台座は木の素材が柔らかい印象があり、
雰囲気を盛り上げてくれます。今年、チーズフォンデュを食べ
逃している方はぜひお見逃しなく！ギフトにも◎

チーズフォンデュポット スイス

フランス 304004793

伝統の製法を守り、熟練の職人が一粒一粒丁寧に職
人の手作業によって造られるグラッパ入りチョコレー
トが「ゴッチェ・ディ・グラッパ」。上品な甘みのチョコ
レートとシボーナ自慢の樽の風味が漂う、グラッパ・
ディ・モスカートが最高のマリアージュを実現！イタリ
ア国内でも非常に人気が高く、高級リストランテのプ
ティフール（一口サイズのお菓子）にも使われていま
す。中身のチョコレート同様にボトルと化粧箱も高級
感漂う専用パッケージですので、バレンタインのギフ
トにもおすすめです。口から溢れでるばかりのグラッ
パですので、ぜひ一口でどうぞ。至福のひとときを味
わえます。

シボーナ ゴッチェ・ディ・グラッパ
年一回のみ入荷の希少品！職人が一粒一粒手作りしたグラッパ入りチョコレート年一回のみ入荷の希少品！職人が一粒一粒手作りしたグラッパ入りチョコレート

イタリア

通常価格 4,000 円 →3,300 円（税抜） 通常価格 2,400 円 →1,920 円（税抜）

限定24本！

300g（約48粒） 4,900 円（税抜）
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50mℓ 2,760 円

フランス

冷蔵品 数量限定

通常価格 3,200 円 →2,400 円（税抜） 通常価格 3,000 円 →2,700 円（税抜）

10,000 円（税抜） 2,600 円（税抜）

限定12本！

数量限定10％ＯＦＦ

この価格で手に入るのは今だけ！
ブルゴーニュらしいさわやかな
ピノ・ノワール！

この価格で手に入るのは今だけ！
ブルゴーニュらしいさわやかな
ピノ・ノワール！

1995年独立。モレ・サン・ドニ村を
拠点とし自身の理想を追求したフ
レデリック・マニャン。自らの目で全
ての畑を見て回り、土壌は勿論、朝
日が一番早く当たる区画、とりわ
け樹齢40年以上の古樹を中心に
畑を選び、毎年安定した高品質の
ワインを生み出す。フランソワ・フ
レール社の樽材を使用する数少な
い生産者（DRCやコント・ラフォン
など）。フィサン村のワインを名乗
らず格下げしてリリース！

109103292

フレデリック・マニャン
ブルゴーニュ・ピノ・ノワール ２０１４

20年熟成したフィアーノの
白ワインとはいったい…！？
20年熟成したフィアーノの
白ワインとはいったい…！？

フランス/泡白フランス/赤 イタリア/白

シャンパーニュに匹敵するブルゴーニュ地方で
仕込むシャルドネ100%のクレマン！
シャンパーニュに匹敵するブルゴーニュ地方で
仕込むシャルドネ100%のクレマン！

ブルゴーニュ地方北部、シャブリ地区に隣接する
サン・ブリ、イランシー、トネル、オーセール地区の
情熱溢れるヴィニュロン24軒の集合体から成る
協同組合。ワイナリーはシャンパーニュと境界を接
し僅か600m程の距離にありテロワールもほぼ同
じ好条件に位置するシャティヨン地区にあります。
1991年にAOCと同時に発足し、シャンパーニュ
と同じく瓶内二次発酵による非常に丁寧な造りを
行っています。シャルドネ100%で仕込まれたこの
クレマンは至上最高傑作とも言える”真のクレマ
ン・ド・ブルゴーニュ”！これ以上のスパークリング･
ワインに出会うのは至難の業。

109201399

レ･ヴィニュロン・ド・オート・
ブルゴーニュ クレマン・ド・
ブルゴーニュ シャルドネ N.V

カンパーニア州において『不死の
ワイン』タウラージで有名なマスト
ロベラルディーノが造る白ワイン。
この白ワインもまた長期熟成する
ことで圧倒的な存在感で飲むもの
を魅了してくれます。干した杏や、
藁っぽいニュアンス、ナッツとペト
ロールの香りが優美。凝縮した旨
みと、果実味もまだまだ十分。オー
ク樽熟成6ヶ月（新樽率20％)

109208171

マストロベラルディーノ
モレ・マイオルムフィアーノ・
ディ・アヴェッリーノ 
D.O.C. 1999

150g 通常価格 1,600 円 →1,050 円（税抜）

通常価格 660,000 円 →594,000 円（税抜） 通常価格 2,000 円 →1,800 円（税抜）

展示機あります！魅力の引き出し棚！
デザイン性も高いユーロカーブ！
展示機あります！魅力の引き出し棚！
デザイン性も高いユーロカーブ！

1976年に生まれ本場フランスで愛されているユーロカーブ
は世界中のワインコレクターから支持されています。当店に
展示機のあるPUREは最大55％の省エネに成功し、最大収
納本数は141本数を誇ります。ユーロカーブの魅力は中の温
度・湿度が一目で確認できる機能性とインテリアを邪魔しな
いデザインにあります。ぜひ新生活を検討されている方はお
見逃しなく！

ユーロカーブ PURE M-C-PTHF

402002905 スペイン

スポーツカーを思わせる粋なチェッカーフラッグ柄の
ボディがかっこいい！
スポーツカーを思わせる粋なチェッカーフラッグ柄の
ボディがかっこいい！

2段式ソムリエナイフの傑作、プルパロットのプルテッ
クスシリーズの１つ、F１のイタリアグランプリが行わ
れる北部の都市「モンツァ」サーキットをイメージして
デザインされた粋なモデル！いかに少ない力でコルク
を抜く事を考え抜いて作られたプルテックスはダブ
ルフック式ナイフの最高傑作です。ギフトにおすすめ
です。

Pulltex モンツァ

402002947

301000060

白カビタイプ人気No.1のパヴェ・ダフィノアが
数量限定特別価格！
白カビタイプ人気No.1のパヴェ・ダフィノアが
数量限定特別価格！

“パヴェ”=フランス語で“石畳”の意味を
持つように白カビチーズには珍しい四角
い形をしています。若いうちはあっさりと
した風味で、熟成が進むにつれスプーン
ですくえるほど中身がトロトロになり、ミル
クのコクと香りが楽しめます。軽めの赤ワ
インやスパークリングワインと相性が良
く、広くお楽しみいただけます。お得なこの
機会にぜひお試しください。

パヴェ・ダフィノア

イタリア フランス304009966

キュートなハート型容器入り！料理好きの彼にいかが？キュートなハート型容器入り！料理好きの彼にいかが？

「食の都」として知られるエミリア・ロマーニャ州にあるモデナ
は古くからバルサミコの産地として知られています。レオナル
ディ家はこの土地で4世代、100年以上に渡り、秘伝の製法
を継承する比類なき存在。コンディメントとは「1つの原材料」
などの意味を持ち、ワインヴィネガーなどを加えた安価なタ
イプとは一線を画します。100%ブドウ果汁を煮詰め、木樽で
5年以上熟成させました。濃厚なブドウ果実の味わいとモデ
ナの地で熟成したものでしか出せないまろやかさが特徴。
キュートなハート型ボトル入り。

レオナルディ コンディメント・バルサミコ・
ハート型ボトル 5年熟成

通常価格 5,100 円 →4,850 円（税抜）

W680×D690×1480mm

通常価格 3,000 円 →1,800 円（税抜）

自然溢れるアッシジの地で生まれた
サンジョヴェーゼ！
自然溢れるアッシジの地で生まれた
サンジョヴェーゼ！

世界最古のワイン産地”アッシジ”の山
奥、標高900mの山肌を開墾して設立
された「バローニ・カンパニーノ」。様々
な植物、動物、昆虫と共存させて健全
な葡萄を育て、とことん自然にこだわっ
ています。フィーコ、ピッシャーナ、オル
トの単一畑のサンジョヴェーゼをブレン
ド。ワイン名にもある”ダミジャーノ”と
はガラス瓶のこと。このダミジャーノに
て熟成されて造られます。口当たりは
優しくまろやかで、旨味と酸味がみごと
に調和され、飲む度にホッと癒される味
わいです！アウトドアなど自然に囲まれ
て飲むのもオススメです。

109208086

バローニ・カンパニーノ ロッソ・デッレ・
トレ・ヴィーニェ ダミジャーナ ２０１３

イタリア/赤

カリフォルニアワイン
好き必見！日本正規未入荷の
カーディナルの幻の白！

カリフォルニアワイン
好き必見！日本正規未入荷の
カーディナルの幻の白！

今では、ヴェリテ、ストーンストリート、
ロコヤ、カンブリア、ハートフォードなど
を有する偉大な造り手として、カリフォ
ルニアに君臨し続けています。そのケ
ンダル・ジャクソンのシリーズの中でも
最高峰のワインがカーディナルです
が、そのソーヴィニヨン・ブランこそ幻
とも言えるワインです。日本正規未入
荷でその存在さえもほとんど知られて
いないのですが、カリフォルニア最上
のソーヴィニヨン・ブランと言っても過
言ではありません。当店に12本限定
入荷ですが、再入荷の予定はございま
せん。この機会、お見逃しなく！

109208166

カーディナル イントラーダ 2013

アメリカ/白

飲み手のニーズを追及したガルナッチャの
パイオニア！1999年生まれの方へのギフトに是非！
飲み手のニーズを追及したガルナッチャの
パイオニア！1999年生まれの方へのギフトに是非！

ニューヨーク屈指の高級レストラン「オレ
オール」でチーフ・ソムリエを務めたマル
ティ・ケール氏。ソムリエとして「飲む人の
ためのスペインワインを造りたい」と思い
立ち、2002年スペインに戻り、志を同じく
する若いスタッフと「アルティーガ・フステ
ル」を設立。生産からデザインまで顧客の
声を聞きながら、ガルナッチャ（グルナッ
シュ）６０％にカベルネ・ソーヴィニヨンをブ
レンドしすることで力強さをと与え、オーク
樽で３６か月、さらに大樽で１３年熟成さ
せ、まろやかさと奥深さを演出。クオリティ
に一切妥協のないコストパフォーマンスに
優れたワインを造りだしています。

109208165

アルティーガ・フステル エルミータ・
デ・サン・ロレンソ・グラン・レセルバ

スペイン/赤日本正規未入荷
限定12本！

数量限定

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 2,200 円 →

通常価格 3,000 円 →

北ローヌ最高生産者が仕込む衝撃の赤ワイン！
J.Lシャーヴ・セレクション
コート・デュ・ローヌ モン・クール 2015

数量限定

数量限定イタリア/赤109208076 イタリア/赤

大地のエネルギーを感じるNEWトスカーナブレンド！
サッソトンド  オンブラ・ブルー ソヴァーナ
ロッソ スペリオーレ ２０１５

109206201

4

パーカーポイント100点満点の獲得経験のある、J.Lシャーヴ。間違いなく北ローヌ
最高生産者と誰もが答えます。凝縮された果実味にスパイスやベリー系果実の芳
香と力強さに溢れ、同時にエレガントさも兼ね備えるという仕上がりです。一度飲
んだら決して忘れられない味わいです！“モン・クール”とはフランス語で“心臓、ハー
ト”の意味。エチケットのさりげないハートマークも素敵なので、バレンタインデー＆
ホワイトデーの贈り物にも最適です！エルミタージュの魔術
師シャーヴ氏の情熱と真心をぜひお楽しみください！

果実のエキスがじんわり美味しいナチュラルロゼ！
スルスル飲めてしまう圧倒的な飲み心地！
カ・デル・コンテ アゾール 2013
イル・ボスコ（森）という名の畑のピノ・ネロ100％使用。ワイン名は「アゾール・
ローザ」というイタリアの文学者の名前から。9月末に手積みで丁寧に選果す
ばがら丁寧に収穫。プレス後ステンレスタンク内で約9ヶ月間熟成したのちノ
ンフィルターで瓶詰め。全ての工程でSO2無添加。野イチゴを想わせる香り
が心地よく、果実のエキスがじんわり体に染み渡るような旨みがあります。
ピュアな果実の美味しさが溶け
込んだ優しさあふれる1本です。

109101099

日本では当店でのみの取扱いとなり10年が経過したパスカル・ポンソン。
ヴァレ・ド・ラ・マルヌ地区に本拠地を置き、この地区で大切に育てられたピノ・
ムニエを主体にピノ・ノワール、シャルドネをブレンド。枇杷やオレンジのよう
なフワっとしたコクがあり、程よい熟成感と後を引く長い余韻が心地よい。
5,000円以下で買える最高のシャンパーニュの一つだと思います！寒い冬に
ピッタリ、お寿司のガリと一緒に飲んでも◎！

フランス/泡白 フランス/泡白

寒い冬にこそ飲みたい！
ピノ・ムニエ主体のコクのあるシャンパーニュ！
パスカル・ポンソン ブリュット・レゼルヴ N.V

109104257

WINE MRAKET PARTYのシャンパーニュと言えばこれ！と言えるくらい定番
のシャンパーニュです！1734年創業。「シャンパーニュの貴婦人」と呼ばれ、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・メゾン。
2014年から4年連続でノーベル賞晩餐会で使用されるなど注目度も高い。
ブリオッシュやフレッシュな柑橘類のアロマ、余韻に続く美しいハーモニーが
素晴らしい。フォーマルなシチュエーションをより感動的な空間にする。フラン
スを代表するグラン・メゾンです。

フランス/泡

フランス大統領御用達！ エレガント・シャンパーニュ！
テタンジェ ブリュット・レゼルヴ N.V

フランス/白109104257

フランス/赤109107803

2018年当店で最も売れた不動の人気の白ワイン!
ドメーヌ・ド・シバディ ペイ・ドック シャルドネ
WINE MARKET PARTY 不動の大人気ワイン！2018年は売れに売れ、絶対
的存在感の白ワインとして君臨しました！！南仏らしいボリューム感と旨味、香
ばしい樽香にナッツのようなムルソーに近い複雑なアロマ、ドライフルーツ、
アプリコットなど南国フルーツの盛り合わせを思わせるリッチな味わい。濃厚
で力強いシャルドネ好きに飲んで欲しい”スーパー・ハイ・コストパフォーマン
スワイン”！

109100712 フランス/赤

トップコンサルタントが手掛ける高品質デイリーボルドー
シャトー・メール 2006
メドックの中心地マルゴーとムーリの間に位置する畑で「シャトー・メール」は
300年以上ワインを造り続けています。1876年にアヴァンサン付近に最良
の畑を17ｈａ所有し最も成長著しい生産者と評され、1932年の格付におい
てクリュ・ブルジョワ・クラスとなりました。バランスの取れた2006年は深い色
合い。熟したフルーツに西洋杉や檜、スパイスの上品な香り。タンニンはしっ
かりとあるが練れてきており、まろやかさを感じる。

2,100 円（税抜）

109202437

ANA国際線ファーストクラスでも
提供されたスパークリングワイン！
モンムソー クレマン・ド・ロワール N.V
瓶内熟成によるキメ細かい泡立ちはグラスに注がれるとより一層美しく、４種類の
葡萄品種をブレンドする事による複雑で上品なアロマは世界中の人々が魅了され
るのも納得な1本！パイナップルや力強い果実、余韻に広がるトーストの余波が次
から次へとグラスを進めてくれる。神の雫にも登場し様々なワイン専門雑誌で高
く評価される毎日飲みたいフランス最高級のスパークリング・ワイン！！ANA国際線
ファーストクラスでも提供された
スパークリングワイン！

109206790 フランス/白

海藻のニュアンスも感じる？
プティ・シャブリが旨い～！
ジャン・クロード・コルトー プティ・シャブリ ２０１５
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。様々なコンクールや雑誌などで好評
化を連発し異例の快挙を成し遂げる注目の生産者。しっかりとした果実の中
に海藻や塩味を感じるシャブリ特有のミネラル感、白い花やシトラスフルーツ
などの味わいが魅力的です。

1,580 円（税抜）

フランス/白109203487

ムルソーと言えばこの味！
間違いの無いシャルドネです！！
アルベール・グリヴォー ムルソー クロ・デュ・ミュルジュ 2015
もしムルソーに特級畑が認められるとすれば真っ先に名前が挙がる区画が
クロ・デ・ペリエール。その畑を単独所有するアルベール・グリヴォーはムルソ
ー最高のTOP生産者の一人。樹齢40年以上の特別な区画。白桃やパイナッ
プルなどエキゾチックなフレーバーに、たっぷりとした果実味。柔らかな酸と
繊細なミネラルが全体を包む。上品かつ大胆でダイナミックな味わいはムル
ソーに求める全ての要素が詰まった最高の味わい。
年間僅か8000～9000本のみの少量生産。

3,250 円（税抜）

イタリア/白109208075

熟れた果実感がクセになる美味しさ！
カ・デル・コンテ オプルス 2013
カ・デル・コンテは2012年に元詰を開始した小さな生産者。当主のパオロは、
未来の子供たちに残せるパヴィアの自然環境を守るという考えのもと、ブド
ウの無農薬栽培を貫き、ナチュラルで美味しいワインを生みだしています。完
熟した杏やマンダリンオレンジなどの香り、しっかりとした果実味のなかにほ
んのり心地よい苦みを感じます。ブドウの自然な旨みが感じられる味わい深
い白ワインです。「オプルス」とは畑の支柱である「カエデ」の意。（ピノ・ビアン
コ60％/シャルドネ40％） 3,250 円（税抜）

トスカーナ南部マレンマ地区のワイナリー、サッソトンド。近年注目農法の一つ"ビオデナ
ミ”に傾倒、上品で綺麗な果実味の奥深さが感じられる。サンジョベーゼはコルドン方
式、メルローは株仕立て、テロルデゴ、チリエジョーロはグイヨ方式と異なる仕立ての栽
培。全量を収穫も選定も手で行っており、この徹底さが滋味溢れる独特な味わいを造り
だす。深いルビー色、赤果実のジャムのような香りの中に、かすかな黒胡椒。風土を感じ
る香り、味わい、これこそイタリア
大地のテロワールを味わえる1本。 2,500 円（税抜）

2,100 円（税抜）

1,980 円（税抜）

6,030 円（税抜）

3,980 円（税抜）

通常価格 2,200 円 →

通常価格 3,150 円 →

イタリア/オレンジ

フリウリの注目オレンジワインがこの価格で！？
ボルゴ・サヴィアン
アランサット（オレンジワイン）

109208201

白ブドウを皮や種を果汁と一緒に漬け込み、渋味や色味成分を抽出して発酵・醸造を行う赤ワインの
製法で造られるオレンジワイン。生産者、ボルゴ・サヴィアンは、フリウリ=ヴェネツィア・ジュリアの白ワ
インの銘醸地で、古くからオレンジワインが造られてきたコッリアに居を置く家族経営のワイナリー。40
日間にも及ぶ長いスキンコンタクトで独自のスタイル。コンポートしたアプリコットや黄桃、柑橘の果
皮、ドライポプリ、カルダモン、ローストしたヘーゼルナッツ、蜜蝋など複雑で濃縮感のある香り。口当た
りは柔らかく芳醇。ミネラル感豊かで滑らかな果実味に、辛みを伴った白系スパイスの余韻が特徴的な
辛口白ワインです。（ピノ・グリージョ85％/ソーヴィニヨン・ブラン15％） 1,800 円（税抜）

3,100 円（税抜）

9,000 円（税抜）

通常価格 3,300 円 →

通常価格 5,500 円 →

2018年度、
シャンパーニュ売上№1！

2018年度、
シャブリ売上№1！

2018年度、
ムルソー売上№1！

2018年度、
スパークリングワイン売上№1！

通常価格 6,700 円 →

通常価格 3,500 円 →

通常価格 3,500 円 →

期間限定！

当店初入荷！



109206870 スペイン/白

スペイン/赤109208118

お肉や煮込み料理にぴったりな濃厚系パワフルワイン！
ボデガス・トッレドゥエロ ルモールズ・ロブレ 2015

キレイな酸とミネラルに富んだオーガニックのシャルドネ！
ヴィネッセンス エッセンス･シャルドネ 2015

D.O.トロのテンプラニーリョ100%のパワフル系ワイン。がっちりとしたボ
ディに新樽のニュアンスが後を引きます。コールドマセラシオンの後、ステンレ
スタンクで発酵。フレンチオークとアメリカンオークで3か月熟成。ブドウは全
て手摘み、選果はしっかりしており、力強くありながら雑味のない味わいが印
象的です。お肉(牛肉がベスト）との相性が抜群で特にグリルした脂分の少な
い赤身との相性がGOOD!パワフルでトロの闘牛のようなワイン。お肉に合
う、濃厚で樽の効いたワインを
お探しの方は是非！

生産者のボデガ･ヴィネッセンスはスペイン・バレンシア州のアリカンテにある、
標高500～700mに11haの畑を所有。クリーンな空気のもと、ビオディナミ栽
培を実施しています。このキュヴェは清涼感溢れるシャルドネ100%。ミネラルと
樽の風味がバランスよく、フレッシュな印象の白ワインです。緑の中に淡い黄色
を感じる色調。白い花やシトラスの香りが綺麗に出てきます。フレッシュな酸味
と骨格のある味わいでとても飲みやすく、余韻の終わり頃には木の香りがしま
す。魚料理やお寿司、お米などとも相性が良さそうです。

5

2,200 円（税抜）

109207995 スペイン/赤

マジ旨い！果実の柔らかなコク 後からスパイシーさも！
フランク・マサール ヴィーニャ・ククット 2014
フランク・マサールは1991年にフランス･ロワール地方ソーミュールのソムリエ学校を出
た後にドイツ、イギリスでソムリエに従事。1996年にイギリスのソムリエ選手権で優勝！
その後2000年からスペインのトーレスで働きながら、2004年に自分の畑を買いドメー
ヌをスタート。ワインは滑らかかつこなれた果実の柔らかなコクがあり、後からスパイシー
なミネラルとキメ細やかなタンニンの収斂味が優しく口の中に広がります。ちなみに
CUCUTは「カッコー」という意味があり、ブドウ畑のまわりに手つかずの雑木林があり、
カッコーが生息していることから命名。カリニャン100%。

アメリカ/赤

今年初めて輸入されたウェストマウントですが、もう既に人気ワインとプロの間で
は話題のピノ・ノワールです。やわらかい果実味がありながら、しっかりと酸を感
じ、赤系果実のニュアンスやこなれたタンニンが特徴ワインです。オレゴンワイン
らしく、エレガントで艶のある香りと果実味が綺麗に表現されたピノは2000円台
ではなかなか見つからない！2015年のオレゴンは、温暖で8月の最終週に収穫出
来た素晴らしい年号。これからの季節、スモークサーモンのクリームソースや、ロー
ストチキンなどと相性抜群です！

109207467

バイヤーがお勧めするオレゴン・ピノの決定版！
間違いない味わい！
ウェストマウント ピノ・ノワール ウィラメット・ヴァレー 2015

1,500 円（税抜）

109208218 アルゼンチン/赤

艶やかさを感じられる固有品種マルベック…。
エレガントスタイルのアルゼンチンをお試しください！
プレンタ・エステート
ラ・フロール マルベック
ＰＡＲＴＹ初登場のワイナリーです！　アルゼンチンの銘醸地 メンドーサで大手
ワインナリーグループ〝ペニャ・フロール〟を設立した名門企業が2002年に創
立したのがプレンタ・エステートです。灌漑にはアンデス山脈の雪解け水を使
用しており、畑もビオロジーと環境にも配慮しています。プラムやカシスのエ
レガントな味わいと香ばしさを感じつつ、タンニンの
テクスチャーが冬の終わりに嬉しい。

ラザフォード名門が作る
AVAカリフォルニアのコスパワイン！
ラザフォード・ワイン・カンパニー
①ランダーゲンキンス シャルドネ 2014
②カベルネ・ソーヴィニヨン 2015

①109208163  ②109208164

ナパ・ヴァレーの家族経営のワイナリー。「高品質なワインをリーズナブルな価格で」という設立
以来のモットーを3世代にも渡って続いて貫いています。カリフォルニア各地からのブドウを用
い、ナパ・ヴァレーにて醸造しています。ステンレスタンクで発酵し、仏樽にて熟成。凝縮感のある

果実味に、黒系果実やバニラ、モカなどのニュアンス、しっかりとした骨格など、この価格にしては、とてもコスパの高いワ
インです。今回、当店初入荷となりましたので、是非、
一度お試しください！シャルドネもリッチで濃厚！

① ② アメリカ/①白・②赤

3,200 円（税抜）

2,000 円（税抜）

109208203 オーストラリア/赤

銘醸地ヤラのピノ！小売店では珍しい入荷です！
デ・ボルトリ
ヴィラージュ・ピノ・ノワール 2017
1924年に北イタリアからワイン造りの為にオーストラリアに移住したボルトリ家。各地で
ネゴシアンとして秀逸なワインを産み出しています。ヤラ・ヴァレーの冷涼な気候を生かし
て、凝縮感と酸のあるピノ・ノワールがまた素晴らしく、赤系果実とスミレなどの上質なア
ロマとエレガントな果実味を味わえる1本！この地区の様々な場所で取れたブドウをブレ
ンドし、美味しくて感動するワインを造るという発想から生まれた。クラシックなスタイル
の素晴らしいピノ・ノワールです。 2,600 円（税抜）

オーストラリア/白

かのジャンシス・ロビンソンが「私が訪れた中で最も天国に近いところ」と絶
賛した、高い評価を得る産地。西オーストラリア・マーガレットリヴァーにおけ
る最初の5つのワイン畑の一つを所有するウッドランズ。ブドウ畑の繊細な維
持、非常にきれいなワイナリーは清掃が行き届いてることを象徴します。美味
しいワインに現れる特有の「照り」。桃、西洋ナシなどの香り。カシューナッツの
様なオーク香とスパイシーな味わいは、間違いなく価格以上のものです！

109208208

担当おすすめNO1!西オーストラリア最高のシャルドネ！
ウッドランズ シャルドネ 2017

3,500 円（税抜）通常価格 3,650 円 →

期間限定商品！

数量限定商品！

期間限定商品！

通常価格 1,800 円 →

通常価格 2,400 円 →

通常価格 各2,500 円 → 各2,300 円（税抜）

アメリカ/泡白

シャンパーニュの名門パイパー・エドシック社がエレガントなワインが作れる
ソノマに1980年に設立されたスパークリング専門のワイナリー。カリフォル
ニアの中でも冷涼な産地の特徴を生かし、果実味と共に、酸のしっかり乗った
スパークリングとしてとても高評家！ラベルもゴールドをあしらっており、テー
ブルを華やかに演出してくれるので、パーティーやご贈答用にもお勧めです。
シャンパーニュ製法で作られ、18か月熟成。シャンパーニュが高騰する中、と
てもコスパの良いスパークリングワイン！

109208168

日本初入荷！パイパー・エドシックがソノマで作る美泡！
パイパー・ソノマ
ブリュット・ソノマ・カウンティ NV

4,000 円（税抜）

通常価格 2,770 円 →

南アフリカ/赤

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。ピノ・ノ
ワールは、冷涼地域のエルギンのオーガニックで作られた単一畑のブドウを使
用しています。テロワールを表現する為に過度な樽ニュアンスを避け、天然酵母
を使用し、仏樽を使用しています。11か月もの熟成を経て、無清澄、無濾過で瓶
詰。ブルゴーニュのような果実味にミネラル、酸が綺麗なピノ・ノワールです。
年々とレベルが向上する南アのピノ・ノワールは、マストで飲んでおいて欲しい
ワインです。この価格で敵なし！

109207714

3000円でピノを探すなら、確実に外せない素晴らしいピノ！
ロングリッジ
キュヴェ・リカ ピノ・ノワール 2016

3,000 円（税抜）通常価格 3,150 円 →

PARTY初登場！

初リリース！109208146 チリ/赤

チリのカリニャン!?引き締まった酸とタンニン！
大手ワイナリーが新たなる風を吹かせる！
コノスル・シングル・ヴィンヤード カリニャン　
1993年に創立したコノスル社はいち早くスクリューキャップを導入したり、チ
リで他のワイナリーがあまり醸造しないブドウ品種を植え醸すなど常に革新
的なことを行ってきました。そして今回なはんと南仏、スペインで主に植えら
れているカリニャンを生産しました！美しいベリー系の酸味と心地よいタンニ
ン。程良い果実味があり、チリのバランスの良さを再確認できます！フランス・
スペイン好きにもオススメです！ 1,850 円（税抜）

新入荷！

新入荷！新入荷！

限定48本！
赤白共に各

① NZ最長の日照量！サニーネルソンのソーヴィニヨン！
② ネルソンのピノ！アートシリーズで気持ちも明るくなります！
①ブラッケンブルック シャングリ・ラ ソーヴィニヨン・ブラン 2015
②ブラッケンブルック シャングリ・ラ アートシリーズ ピノ・ノワール 2014

①109105032  ②109205034

ニュージーランドの南島の北端に位置し、プレミアムワインの産地とし
て有名なネルソンの町。「ロード・オブ・ザ・リング」のロケ地にもなったほ
どの風光明媚なこの場所を、地元アーティストの協力によりラベルとし

て使用しました！NZ最長日照量のサニーネルソンの太陽を浴びて果実味たっぷりのソー
ヴィニヨン・ブランとピノ・ノワール。テクスチャーはソフトで親しみやすく、快活な南国フル
ーツとフレッシュなハーブのニュアンス
が特徴。寒い気温を吹き飛ばします！

① ② ニュージーランド/①白・②赤

通常価格 各2,300 円 → 各2,150 円（税抜）

2,380 円（税抜）通常価格 2,500 円 →

おすすめ！

通常価格 1,950 円 →

新ヴィンテージ



数量限定

美味しい食品とチーズ揃ってます！美味しい食品とチーズ揃ってます！
味付けがしてある希少な
無着色のブラックオリーブ！
レ・ボンタ・デル・カサーレ
ブラックオリーブ・レッチーノ

北海道のニセコ町で近隣の牧場の牛乳から近藤さん
親子が作るブルーチーズはJAPAN-CHEESE 
AWARD2016年、2018年の2大会連続、青カビ部
門最優秀部門賞を受賞！食べてみるとそれも納得の味
わい！香ばしさがありながら、甘み、おだやかな塩味、
青カビの苦みが絶妙で味に広がりが感じられます。本
当に美味しい！と唸ってしまう日本を代表するブルー
チーズです。

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。当店では、2月末までの
販売予定です。今しか食べら
れない絶品の味。
食べおさめにいかがですか？

希少な無着色のブラックオリーブ。小粒でも濃厚
でコクがありオリーブの旨味をたっぷり楽しめま
す。ニンニクと唐辛子、上質なオリーブオイルで美
味しくマリネしたタイプ。そのまま、おつまみとして
食べるのはもちろん、パスタやサラダなど幅広く料
理に使えます。レ・ボンタ・デル・カサーレ社は美味し
いものを豊かに産出するプーリア州で熱い思いを
形にするため、伝統とテク
ノロジーを融合。原材料と
なる農産物を大切に育て、
優れた加工と保存の技術
により最高品質の食品を生
産しています。

500g前後 3,480 円（税抜）

200g 1,000 円（税抜）

304100140 イタリア

トリュフの香りがプンプン！
普段の料理がワンランクアップ！
タルトゥフ・ランゲ
①サマートリュフ・オイル
②白トリュフ・ソルト
タルトゥフ・ランゲ社は社名の通り、トリュフの産地として
有名なピエモンテ州アルバ県ランゲにある世界屈指のト
リュフメーカー。①コールドプレス製法で抽出した高品質
かつ繊細な味わいのオリーブオイルを使用。トリュフの香
りをより一層、引き立たせてくれます。②世界的にも有名
なフランスの「ゲランドの塩」に乾燥させた白トリュフを加
えました。海塩の甘みとトリュフの豊かな香りが最高のマ
リアージュ！どち
らも普段のお料
理に一振りする
だけで味と香り
が激変！茹で卵
やポテトフライ
など簡単な料理
にも。

①304100151 ②304100152 イタリア

見た目も味わいもインパクト大の
トスカーナ産サラミ！
ヴィアーニ サラミ
①クラシコ②プリマヴェーラ
①クラシコはサラミの表面に「これでもか！」と黒胡椒
をたっぷりとまぶした味も見た目もインパクト大のス
パイシー系サラミ。②プリマヴェーラは表面にフェンネ
ルをまぶした、トスカーナ伝統のサラミ。こちらもイン
パクトは負けていません。どちらもお肉の赤身と脂分
の美味しさと相まって強烈な味わい！ヴィアーニ社は
1922年、ある小さな職人的工房から始まり、現責任
者の父親の代から
徐々にそ品質の高
さが認められてきま
した。トスカーナ産
サラミの本質的な
特徴と伝統的な味
わいを維持しなが
らより品質を向上さ
せています。

200g 各1,600 円（税抜）

①304100156 ②304100157 イタリア 冷蔵品

見た目のかわいさに心奪われます！
プレゼントにオススメのチョコレートが新入荷♪
NELLEULLA 
①Berry Love②Berry Love half
フリーズドライのいちごがチョコレートのバーにぎっし
り！！見た目のかわいさに心奪われますが、味わいも納
得のおいしさで
す。すべての製品
がチョコレートマ
スターによる手作
りなうえ、高品質
のベルギー産チョ
コレートを使用し
ています。味わい
は3種類。サイズ
違いでご用意して
おります。バレンタ
インギフトにいか
がですか？

①307002326, 307002328, 307002330
②307002327, 307002329, 307002331

JAPAN CHEESE AWARD2018
青カビ部門受賞！！
国産チーズの力を感じるブルーチーズ
二世古チーズ工房「空」

304009498 日本

秋冬しか食べられません！！
2月までの限定販売！
とろける山のチーズ
モンドール

304005376 フランス

5ｇ×9 1,350 円（税抜）

野菜のコクそのまま！
そのままでスープとしても素晴らしい！
有機野菜のブロード
ピュアでいながらも濃厚な、野菜の旨味と香りがとて
も豊かなハーブのブロード（細粒のお出汁）です。動物
性の素材は一切使用しておりません。美味しさの秘密
は、自然あふれるイタリアにて究極の有機農法ともい
える、バイオダイナミック農法で栽培された新鮮で鮮
烈な味のハーブを使用しているから。まずはそのまま
お湯に溶かして、スープとしてぜひ召し上がってみて
下さい！リゾットに、煮込み料理に、また、ディップに混
ぜるなど、ざまざまなお料理にお使いいただけます！素
材の良さを極めた
イタリアからの直
輸入素材です。

304100114 イタリア

パリでも大人気！上質な味わいとアートな
パッケージが一つになった話題のチョコレート
Le chocolat des Français
スクエアボックス9個入り
上質な味わい、心を惹かれるパッケージ、すべてメイ
ド・イン・フランスにこだわったパリのチョコレートブラ
ンド「ル・ショコラ・デ・フランセ」は、エクアドルやガーナ
のカカオ豆を使用し、保存料など余計なものは一切加
えず、パリ郊外の小さな工房で職人によって手作りさ
れているタブレットチョコレートがパリで大人気！アー
ティストによってデザ
インされるパッケージ
も魅力で品切れが続
出したほど。ダーク、ミ
ルク、ダークソルトの
入ったボックスは女友
達にプレゼントしたら
喜ばれること間違い
なしのかわいさです♪

95g 500 円（税抜）50g 950 円（税抜）

307002373 フランス

品質の高さが光る「メゾンボワール」から、
2種の新しいおつまみが登場！
メゾンボワール
①広島県産牡蠣とほうれん草のパテ
②2種のチーズのパテ

メゾンボワール
①広島県産牡蠣とほうれん草のパテ
②2種のチーズのパテ
蓋をあけたらそのまま美味しい！「メゾンボワール」のシリー
ズから、新しい商品をご紹介します！・
「広島産牡蠣とほうれん草のパテ」
は、海の恵みたっぷりの濃厚な広島
産牡蠣にざく切りのきのこを加え、ほ
どよい食べごたえの食感に仕上げま
した。白ワインの爽やかさがアクセン
トです。・「2種のチーズのパテ」は、
チーズの王様と言われるパルミ
ジャーノ・レッジャーノチーズをたっぷ
りと贅沢に使用しました！複雑な旨味
を出すために数種類のプロセスチー
ズも加え、白ワインでスッキリと仕上
げてあります。ワインはもちろん、ビー
ルや日本酒にも相性ピッタリです！

150g ①1,280 円（税抜）  80g ②1,080 円（税抜）100ml ①2,200 円（税抜）  30g ②2,000 円（税抜）

①304100141 ②304100142 日本

冷蔵品冷蔵品

100g 1,050 円（税抜）

①
②

① ②

①

②

ラトビア
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 各4,800 円（税抜）

2,500 円（税抜）

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

36％OFF 10％OFF

2脚購入で10％オフ！

限定5個のみ

インポートワイン雑貨！

①

①

③

④

注目の雑貨グッズのご案内！注目の雑貨グッズのご案内！

402003423

手でなぞって地形を確認！
人気学習MAPがお買い得です！
3Dマップ
AOCド・ラ・コート・ドール
皆様大好きなワイン産地ブルゴーニュが3Dマップに
なっているってご存知でしたか??＾＾しっかり村ごと
に分かれています。谷や傾斜なども見事に再現されて
おり、手でなぞりながらワインの産地を確認できる…
ワイン好きにはたまらないグッズが今回大特価でご
用意！今年ワイン試験
に挑戦される方やブル
ゴーニュファンはぜひ
お買い求めください！

①407001700 ②407001701 ③407001702 ④407001733

日本で販売しているのは当店だけ！？ 数量限定の人気のコルクホルダー
コルクホルダー
①ドッグ ②ワイングラス ③ワインボトル ④ホリディギフト
コルクホルダー
①ドッグ ②ワイングラス ③ワインボトル ④ホリディギフト
当店でも高い人気を誇るコル
クホルダー！ワインを保存する
ために欠かすことの出来ない
コルクはなかなか捨てられず、
溜まっていくもの…。捨てるの
ももったいない！そんな方にこ
ちらのコルクホルダーはとって
もオススメ！種類もワンちゃんや
ワイングラス、ボトルなど様々
な形があり、ブリキ調のデザイ
ンはあらゆるインテリアの邪魔
にならず寄り添います。海外に
発注し限定個数届いたイン
ポートワイン雑貨です。専用の
化粧箱はありませんが、ギフト
にも人気の品です。
ぜひ店頭でお確かめください。

 各3,000 円（税抜）
付属品ナプキン１枚・専用BOX付・６０φ×２４０mm（H）

通常価格 7,000 円 →4,500 円（税抜）

15％OFF
通常価格 3,400 円 → 各2,890 円（税抜）

通常価格 6,500 円 →5,850 円（税抜）

通常価格 550 円 →2脚で990 円（税抜）

5,700 円（税抜）

403002889

人気カラーが一枚で楽しめる！
プレートチャージャー
リバーシブル
直径30cmのプレートが新入
荷！お皿の下に敷いて使う
チャージャープレート。テーブ
ルを華やかな印象にしてくれ
ます。人気のシルバーとゴール
ドが裏表で楽しめる！小皿に
盛ったフィンガーフードなどを
並べたり、インテリアに使った
りと色々と使用していただけ
ます。

402002335

もらったら嬉しい！
たっぷりのスワロフスキーハートグラス
GINA
クリスタルグラス
チェコ製グラスに丁寧に手作業でスワロフスキーが
施されています。
裏から見てもハート！
ハート好きには堪ら
ない！眺めているだ
けでうっとりしちゃ
います。くびれた形
もかわいらしく、ワ
イン、日本酒など
色々なドリンクを楽
しめますよ。想いを
込めたギフトにいか
がでしょうか♪

402002968

2018年に売れました! 気の効いた
サイズ感！割れないグラス トライタン！
トライタン INAO
テイスティンググラス
高さ20Mの屋上から落としても割れない！とTVで紹
介され、瞬く間に人気商品となったトライタン。こちら
は従来の商品より薄く、機能性にも優れています。持
ち運びしやすいので年末は多くのお客様にご購入さ
れました！さらに2脚で10％割引していますのでそちら
もお見逃しなく！
 トライタンＩＮＡＯのオススメポイント！
①食洗機にも対応！②軽くて丈夫で
割れにくいので、持ち運びに便利！③
アウトドアやホームパーティーに最適！
背が低いから、ペットやお子様がいる
ご家庭でも重宝されています④ガラ
スではないのに他のプラスチック・樹
脂グラスと比べて商品が薄く洗練さ
があります。⑤ワイングラスは国際規
格モデル特有のふくらみがあり、香り
や味を充分楽しんで頂けます。

407001284

パーティーの時じゃなくても
使いたい可愛さ！
グラスマーカー
アメリカ、ナパに本社があるWINE-THINGS。
アクセサリー感覚で集めたくなる！グラスマーカーの中
でも人気のシリーズです。ワインモチーフはもちろん、
いろんなコンセ
プトに沿って豊
富なデザインが
ありますので、
ついつい悩んで
しまいます＾＾
ギフトにも人気
です☆

①403000936 ②403001761

泡を美味しく美しく飲む為のグラス☆
リッツェンホフ シャンパス
①リアナキャバレロ
②ルーリック
ドイツガラス業界で１００年余歴史を誇るリッツェンホ
フ社と現代アーティストのコラボ商品は品良くゴー
ジャス。いつもと違ったバレンタインギフトにいかがで
しょう。

407001706

品のあるギフトにぴったりの
高級感あるボトルボックス
Madison Avenue
ボトルボックス
（ソムリエナイフ付）
ワインを入れてそのまま贈り物にできる素敵なボトル
ボックスが再入荷
しました！クッション
性のある外側、内
側はボトルを固定
できるようになっ
ているので、持ち
運びの際も安心。
専用ポケットにソ
ムリエナイフもつ
いている、気の利
いたギフトボックス
です。

②

②

7



今欲しい、
スタッフオススメの
商品はコチラ！！

毎年数量限定ながらご好評いただいているカトラー＆
バトラーのお菓子。スタイリッシュなデザインと高い品質
から、イギリスではHarrod’s、Selfridgeなどのプレミア
ムグロサリーで販売されています。 今年の新作はチョコ
レート！ミントの効いたダークチョコレートと海塩がミルク
チョコレートの甘みをさらに引き立てるシーソルト。缶入
りのパッケージはどちらも集めたくなるかわいさです。

DRCやルーミエ、フーリエなどと並ぶ
高評価のクスダ・ワインズ。
世界を代表する日本人醸造家。ドイツ
の名門ガイゼンハイム大学で醸造学を
学んだ後、ニュージーランドの北島マー
ティンボロに移住。シューベルトなど名
立たるワイナリーで勤務後、2001年に
設立。ピノ・ノワールが有名な生産者で
すが、この2015年のリースリングは、
ＮＺベストリースリングに選ばれた逸
品。残糖2.9g/l、総酸6.8g/l、アルコー
ル12.7%生産本数も少なく、希少なワ
インですが、今回限り入荷なのでお見
逃しなく！

寒い季節にピッタリなホットワインの素をご紹介。シナモ
ン、クローブ、ドライフルーツなどがミックスされている
のでワインに加えて温めるだけ！ジンジャーとシトラスの
2種類をご用意しました。作り方はいたって簡単。①お鍋
にワイン375mlと本品1袋を加える②沸騰させないよ
うにワインを温める③砂
糖が溶けきったら出来上
がり！お好みでレモンの
スライスを加えるなどお
好みにアレンジしてお楽
しみください。使用する
ワインは1,000円以下
のお手頃な赤ワインで
十分です。

スパイスと酸のバランスが絶妙！こな
れた樽熟の赤。トスカーナ州ボルゲリ
地区の中心、最高の地域と言われる
カスタニェート・カルドッチ地区に
1999年設立されたワイナリー。ラベ
ルの「bon ba ba bà」とは戯曲「バッ
コ・イン・トスカーナ」（F.リディ作）の中
で、トスカーナワインを飲んでで陽気
になったバッカスが叫んだ喜びの声。
スミレやプラム、スパイスの魅惑的な
香り。サンジョベーゼらしい酸味とシ
ラーの風味豊かなコク、程よい樽熟
感が絶妙なバランス。（バリックで9ヶ
月熟成）日々楽しむデイリーワインに
お勧めです！（サンジョヴェーゼ60％/
シラー40％）

チリのコンチャ・イ・トロ社とバロン・フィリップ・ド・ロート
シルトが1997年にリリースしたプレミアムチリワインの
代表格が“アルマヴィーヴァ”です。2015年ヴィンテー
ジが影響力のある著名
な評論家から100点を
獲得しさらに注目度が増
しています。特筆すべき
点はチリの固有品種カル
メネールが24％という驚
きのセパージュ。ニュー・
ワールドワインファンの
みならず、愛好家なら一
度は試飲してみたい垂
涎の1本です。

〝ボトルからワインが溢れている！！〟一見そう見えてしま
うような面白いワインラックがこちらのフォールインワイ
ン。韓国のグラフィック
デザイナーが作成した
アーティスティックなワ
イン雑貨です。ちょっと
したユーモワは場を和
ませてくれます。場所
も取らないのでインテ
リアにもぜひ！

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。甘
すぎない綺麗な味わいで、山のチー
ズやホワイトアスパラなどと相性◎
です。エチケットの猫も猫好きの心
をくすぐります。

ピノ・ノワールの銘醸地であるモンター
ニュ・ド・ランス、ブージー村、アンボネイ村
において極上のシャンパーニュをリリース
する王室御用達メゾン。Ｖ.６とは「Vieilli 
sur lattes depuis 6ans(瓶熟６年)」を意
味し「ピノ・ノワールを主要品種とするシャ
ンパーニュは、６年以上熟成させることに
より香りや味わいの複雑性、フィネスが格
段に増す」という生産者の経験から生み出
された新たな高みへ到達する新作。

ドイツのトスカーナ」マルクグレーフ
ラーラントのピノ！マルティン・ヴァス
マー醸造所はバーデン地方で何世代
にも渡りワイン造りを行う歴史ある
蔵元。その中でもシュヴァルツヴァル
ト「黒い森」とライン川にはさまれた太
陽光をふんだんに浴びる地区がマル
クグレーフラーラント。この地は「ドイ
ツのトスカーナ」とも呼ばれる。1年半
の樽熟成を行い、ブルゴーニュのよう
にエレガントで滑らか。しっとりとした
果実と落ち着いた酸味がバーデン=
ピノ･ノワールの相性の良さを物語
る。ブルゴーニュ好きにも飲んでもら
いたい、コストパフォーマンス抜群の
1本。

幅85/高さ80mm 1,600 円（税抜）

24g×2 各500 円（税抜） 150g 各2,800 円（税抜）

限定12本！

待望の新ヴィンテージ！2018年、ドイツ赤ワイン売上№1！

2,200 円（税抜）

3,100 円（税抜）

2,000 円（税抜）

8,000 円（税抜）24,500 円（税抜）

ドイツ/赤109203319

チリ/赤109208173

イタリア/赤109208074

①4,800 円（税抜）  ②2,200 円（税抜）
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通常価格 9,000 円 →8,500 円（税抜）

マルティン・ヴァスマー
マルクグレーフラーラント
シュペートブルグンダー
トロッケン 2016

過去10年間の内、
1年間で一番売り上げた
ドイツワインがこのピノ・ノワール！！

109206426

アンドレ・クルエ・シルバー
ザ V.6 エクスペリエンス NV

驚愕の瓶内熟成72ヶ月のスペシャル・
キュヴェ!お祝いやギフトにもオススメです！

フランス/泡白

109205453

クスダ・ワインズ
リースリング 2015

NZを代表するクスダさんの偉大な
リースリングが限定入荷！

ニュージーランド/白 

402003412

フォールインワイン レッド

あわわ！ワインが漏れてる…ボトルを
支えてる!?おもしろワインラック！

109007907

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

フランケンと言えばこの形！
ボックスボイテルの白！

ドイツ/白

①307002375 ②307002376

以前よりご要望が多かった溝がはいったカッティング
ボードがようやく入荷しました！これで肉汁が出るような
しっかりしたお肉
料理ものせる事が
できます！その他切
株のようなミニト
レーも初入荷で
す。イタリアに対し
て地中海の対岸に
あるチュニジア産
のオリーブの木で
できています。

CARTWRIGHT&BUTLER
①ダークミントチョコレート
②シーソルトチョコレート

毎年争奪戦！かわいらしい缶が
大人気の上質なチョコレート

イギリス
①403002961 ②403002964

オリーブカッティングボード各種
①カッティングボード４０cm
②オーバル２０cm

のせるだけでかっこよく決まる！
オリーブ製のウッドボ－ド

チュニジア

アルマヴィーヴァ2016

チリのオーパス・ワン…。近年再評価を
得ているプレミアムチリワイン！

グアード・アル・メロ　
バッコ・イン・トスカーナ
I.G.T. ボン・バ・バ・バ 2015

バッカスが思わず叫んでしまう！？
陽気なデイリーワイン！『ボン・バ・バ・バ！』

①307001423 ②307001424

PERIPERI ホットワインの素
①ジンジャー②シトラス
PERIPERI ホットワインの素
①ジンジャー②シトラス

ホッと一息！たまには
ホットワインでもいかがですか？

日本

① ①

①

②
②

②




