
限定

6本

限定

6本

フィリップ ・シャルロパン氏はピノ・ノワールの神様と呼ばれるアンリ・ジャ
イエ氏から指導を受けていた一人で、ジャイエから愛弟子として可愛が
られていたと言われています。ジュヴレ・シャンベルタン村の中でも側の
畑に位置し、繊細な味わいが魅力的なクリマです。希少なグレートヴィン
テージ2009年のシャルロパン、数量限定ですのでお見逃しなく！
グレート・ヴィンテージ！ ６本限定！
※写真とヴィンテージは異なります。
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【ご注文】TEL:03-5424-2580 FAX:03-5424-2582  MAIL:ebisu@partywine.com

限定

12本

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

8/3(土) 13：00～18：00
テロワール！ブルゴーニュ・ブラン試飲会！
この日はフランス、ブルゴーニュの白ワインで攻めたいと思います！シャブ
リ、ピュリニー、ムルソー、そしてマコネー・・・、シャルドネとしての収穫時期
の違いや土壌の個性、そして緯度など、味わいにどのような変化がある
のか、その違いを味わっていただこうと思っています。実際どの地区のど
の村の白ワインを出すのか、最後まで悩むと思いますが、とても楽しい試
飲になると思います！ブルゴーニュ好きの方は是非！　
8/4(日) 13：00～18：00
店長オススメ！オーストラリア“オコタ・バレル”試飲！！
毎年一度、店長が行っているオコタ・バレルの試飲。当主タラス・オコタが
仕込むワインは、ナチュラルながら“綺麗”。大手ワイナリーに勤めていた
経験と、ルーシー・マルゴーやヤウマのような近隣の自然派ワイン仲間と
の情報交換から自分なりに落とし込んだ素晴らしく自然体なワインです！
今回は蔵元が誇る最高クラスの3種類と、店長が大好きなロゼ、そしてグ
リーン・ルームの5種類を試飲していただきます！価格などはHPの有料試
飲情報に載せていきますので、チェックしておいてください！　
8/10(土) 13：00～18：00
真夏の熟成イタリア！
トスカーナ州のキアンティやブルネッロ、ピエモンテ州のバローロなどイタリ
アを代表するワインが熟成すると・・・！？詳細はホームページをご覧ください！　
8/11(日) 13：00～18：00
世界が大注目！Island Wine産地試飲！
日本、イギリス、ニュージーランド、オーストラリア、ギリシャ、コルシカ、シ
チリア、サルディーニャ「など、夏らしく緑豊かな島国のワインを集めまし
た！世界中で注目を集め始めているアイランドワイン、プレミアムワインか
ら、廉価な価格までおすすめのワインをご紹介いたします！詳しくはHP、
FBに記載致します！　
8/12(月・祝) 13：00～18：00
アルザス、ボット・ゲイルのバックヴィンテージ試飲！
今回は3月頃に予約をして、7月に入荷してきたインデント商品！店長が大
好きなアルザスの生産者ボット・ゲイルのバックヴィンテージの試飲です！
蔵元を代表するグラン・クリュ、フルシュテンタムにゾンネングランツ、そ
してマンデルベルグを含む5種類の試飲を予定しています。当日はちょっ
と特別な古めのヴィンテージなどを別途開けてしまうかも・・・しれません。
詳しくはHPの有料試飲情報にて！　
8/17(土) 13：00～18：00
日本のロゼ泡があつい！！夏を彩る微発泡ロゼ4種試飲！
美しい色調、程よい泡、スッと身体に染み込んでいくような優しい味わい、日
本のロゼにこんな楽しみ方があったなんて！宮城、京都、滋賀、新たな発想で
日本ワインを盛り上げるワイナリーがずらり。元気と癒しのロゼ泡４種試飲。　
8/18(日) 13：00～18：00
夏のシャンパーニュ・フェスティバル！
世界の中でも名だたるシャンパーニュ消費国、日本。素晴らしいシャン
パーニュが常にインポートされています。今回はバイヤーが注目している
蔵元やヴィンテージなどに注目し、少しシャンパーニュのコアな部分も発
掘できるはず！別途有料試飲も注目です！詳しくはHP、FBをチェック！　
8/24(土) 13：00～18：00
夏の終わりに飲みたい！チャコリ全D.O試飲！
スペインで注目を集める微発砲ワインチャコリ。バスク地方の伝統的なワイン
ですが、まだまだ知名度が低い・・・。という事で、今回はいろはワインの担当に
お越しいただき、チャコリの試飲を行う事にしました！夏の終わりにピチピチ美
味しいチャコリ、この機会に覚えてみてはいかがでしょうか？詳しくはHPにて。　
8/２５(日) 13：00～18：00
フルーリーの“ピノ・ブラン”で仕込む
シャンパーニュ2011年&2012年試飲！
この日はシャンパーニュ地方では珍しい“ピノ・ブラン種”の試飲を行いた
いと思います！この地方で一番最初にビオディナミ農法を取り入れた生産
者としても有名なフルーリー。祖父の時代から引き継がれたピノ・ブラン
種から造られた珍しいシャンパーニュの2011年と2012年のヴィンテー
ジ違いを楽しんでいただきます！詳しくはHPにて！

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。

夏に冷やして飲みたい泡！白！揃ってます♪

姉妹店ラ・ヴィネ主催！
ブルゴーニュの生産者
フルーロ・ラローズ来店試飲会！

7/28(日)

シャルロパン
ジュヴレ・シャンベルタン
レ・ゼヴォーセル 2009

シャルロパン
ジュヴレ・シャンベルタン
レ・ゼヴォーセル 2009

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

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

フランス109209385

なんと2009年ヴィンテージ！
年中楽しみたいシャルロパンの
ジュヴレ・シャンベルタン！

    

トスカーナ州で仕込まれるカベルネ・フラン主体のボルドーブレンド。ワインメーカーには
パーカーポイント１００点を通算１３回も！獲得した国際的ワインメーカーのピエール・セイ
ヤン氏を起用。ラベンダーやバラ、ラズベリーの香りに、ミントやハーブのニュアンス。カ
ベルネ・フランのパフォーマンスを最大限に表現した、フィネスとエレガンスを感じるスー
パータスカンです。（ブドウ品種：カベルネ・フラン７７％／メルロー１７％／カベルネ・ソー
ヴィニヨン６％）＜ワインアドヴォケイト９６点＞＜ワインスペクテイター９２点＞ 6本限定！

アーカナム 2008アーカナム 2008

イタリア/赤109209220

10年以上熟成した高級スーパータスカン！

    

ジンファンデルとプティ・シラーのトップワイナリーとして知られるターリー。失われつつ
あったオールドヴァインに可能性を感じ、自らのワイナリーを立ち上げたラリー・ターリー
が古木にこだわる理由は、過去の素晴らしい畑を次世代へ残すこと。偉大な畑で偉大な
生産者が作ったワインは偉大です！ハインヴィンヤードはターリーが契約する畑でもトッ
プに位置します。この2012ＶＴはパーカーポイント100点を獲得した希少な一本。溢れ
んばかりの甘く細かいタンニン。日本入荷極少量のワインです。ぜひお早めに！
パーカーポイント100点！ 12本限定

ターリー
ハイン・プティ・シラー 2012
ターリー
ハイン・プティ・シラー 2012

アメリカ/赤109209366

希少なプティ・シラーのバックヴィンテージ！
PP100点！

    

16,800 円（税抜）

15,000 円（税抜）

通常価格 18,000 円 →15,000 円（税抜）

今年もブルゴーニュのサントネイから生産者が来店！姉妹店ラ・ヴィネ
と10年以上のお付き合いのある蔵元フルーロ・ラローズの当主ニコ
ラ・フルーロ氏と奥様の久美子さんが来店し、試飲会を行う事になり
ました！近年のブルゴーニュの天候や作柄を聞きながら、8種類程度
のワインを試飲していただけます。これで3年連続の来店試飲会。混
雑が予想されますので、是非ご予約の上、ご来店ください！
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数量限定

数量限定

限定24本ずつ
日本新入荷

限定24本！

43.5xD17xH11cm

“世界のベスト１０”ラングドックのシャトー・ラフィットと呼ばれたマス・ド・ドマ・
ガサックと同じ哲学・考え方で行い、同じ情熱を注ぎ込んで醸造。フィロソ
フィーである「フィネス・エレガンス・バランス」のエッセンスを見事に融合させた
素晴らしいワインです。これはIGP Pays d’OcのAOCでピノ・ノワール100%。
粘土石灰質土壌。ステンレスタンクで醸造し、シロップ漬けしたサクランボを
思わせるチャーミングなアロマ。モカのような香味。ピノ・ノワールらしい繊細
な果実味。ラングドックのデイリー・ピノ・ノワールとしては最高の出来！

ル・グラン・ド・ガサック セレクション 
ピノ・ノワール 2016

店長オススメ！この価格で味わえる、ス～っと馴染むピノ・ノワール！！店長オススメ！この価格で味わえる、ス～っと馴染むピノ・ノワール！！
109208657 フランス/赤

エラディオ・ピニェイロは、リアス・バイシャス内でD.O認可前の1983年からア
ルバリーニョを造ってきたワイナリー。2000年代に入って一新されたワイナ
リーではビオディナミ農法を始め、ハイレベルなマーケットを念頭に置いた少
量生産、ハイクオリティーなワイン造りに情熱を注いでいます。ワイン名は「羨
ましい！」の意味。白い花やカリン、シトラスの香りが高く存在感がしっかり。バ
ランスのとれたフレッシュな酸と長い余韻が印象的です。キレだけではない、
しっかりとした骨格を持ったアルバリーニョの最高峰といえる1本！牡蛎などの
魚介類に合うのはシャブリばかりではありません！

エラディオ・ピニェイロ 
エンビディア・コチーナ 2017

キレだけではない深みもある極上のアルバリーニョ！ キレだけではない深みもある極上のアルバリーニョ！ 
109209305 スペイン/白

2,000 円（税抜）

5,250 円（税抜）

1996年設立。ブルゴーニュのクルティエとして働いた10
年間で「全てのブルゴーニュを飲み尽した」と語り、自身の
信念である「VIN VIVIN＝生きたワイン」をコンセプトに自
然をリスペクトしてワインを仕込むフレデリック・コサール
氏は多くのソムリエ、料理人から愛されいます。その土地、
年の味わいを存分にワインに反映させ、美しいミネラルと
酸味を持ち合わせたワインを醸造。2017年は生産者も納
得の素晴らしい出来だったと語り、実際に試飲しても今か
らでも楽しめる果実味が良年だったことを物語ります。ぜ
ひこの照りつく太陽のもと、ブドウ本来の味わいとフランス
ワイン特有の旨味を楽しまれてはいかがでしょうか？

ドメーヌ・ド・シャソルネイ 
サン・ロマン コンブ・バザン ２０１７

パリの多くのソムリエが敬愛してやまない
生産者！良年2017年！フレデリック・コサール！
パリの多くのソムリエが敬愛してやまない
生産者！良年2017年！フレデリック・コサール！

109209149 フランス

海外セレブの間で流行中のスペインのスイカジュース
です。スイカはカリウムが豊富でむくみ予防に効果の
ある果物として知られています。こちらのスイカジュー
スは砂糖や着色料不使用でレモンの果汁を加え甘さ
控えめのさっぱりと飲みやすい仕上がりになっていま
す。見た目のインパクトも抜群ですので、SNS映えも
バッチリですよ。また、持ち運びやすい飲み切りサイズ
ですので沢山お外に連れて行ってくださいね！

昨年秋にできたばかりの新しいチーズ工房、秩父やまなみチーズ
工房。メディアでも取り上げられる等今注目のチーズ工房の一つ
です。秩父のおいしいミルク、豊かな自然が生み出した水や農産
物を生かしたナチュラルチーズを生み出されています。食べてみる
と、丁寧に実直に作られているのがわかるミルクの旨味を感じる

確かな美味しさ。フレッシュタイプの、フロ
マージュ・ブラン、リコッタ、熟成タイプのル
ビー（ロビオラ）が人気です。都内で購入で
きるのは当店のみ、数量限定での入荷にな
ります！！ぜひご賞味いただきたいバイヤー
オススメのチーズ達です。

ワットアメロン

304100184 スペイン

ワイナリーを代表する赤ワインがこのタンクレディ。シチリアを舞台
にした映画『山猫』で登場人物「タンクレディ」にちなみ、これを演じ
た若き日のアラン・ドロンをイメージしたとか…。溢れんばかりの果
実の野性味と、全体に漂うスタイリッシュなエレガンスとの見事な
調和はまさに二枚目俳優！？6年ほど熟成した2012年を限定本数
でご用意いたしました。

ドンナフガータ タンクレディ 2012
タンクレディの少し前のバックヴィンテージ！限定24本！タンクレディの少し前のバックヴィンテージ！限定24本！

109209377 イタリア/赤

6,700 円（税抜）
通常価格 3,800 円 →3,500 円（税抜）

通常価格 2,600 円 →2,400 円（税抜）

通常価格 18,500 円 →12,950 円（税抜）

キムはNZワイン業界で最も有名な一人、数多の賞を獲得したが
ワイナリーを大手に買収された事からワイン業界を離れます。長
期の準備を経て夫婦の小さなワイナリーを立ち上げました。ソー
ヴィニヨン・グリとはソーヴィニヨン・ブランの亜種。ブランの特徴
を維持しつつよりふくよかな、ややピンク色のブドウです。100％
マロラクティック発酵、味わいがきれいにまとまりだした2019年
にやっとリリースされた待望のスペシャルワイン。この夏を楽しく
彩る愛のあるワイン！

ラブブロック マールボロ・
ソーヴィニヨン・グリ 2014

これは珍しい品種！最先端のスペシャルワインです！これは珍しい品種！最先端のスペシャルワインです！
109209376 ニュージーランド/白

今年も、日本をザワつくかせるワインである事間違いなし。山形
でワイン作りや飲食業界のドンとして、精力的に活動される藤
巻さんが、盟友のアレックスとニュージーランドでナチュラルワ
インメイキングをした特別なキュヴェ。名前の由来は、「一緒に」
とか「お互いに」という意味で、ワイン作りは、全ての仲間と協力
し、飲む時も周りの仲間と共有して飲んで欲しいとの想いから
から名付けられました。フレッシュで飲み心地の良いがぶ飲み
ワインです！

グレープ・リパブリック＆キンデリー
①インスィエーメ ビアンコ 2018
②インスィエーメ ロッソ 2018

無限に飲める「一緒に」を意味する大人気キュヴェ！無限に飲める「一緒に」を意味する大人気キュヴェ！
①109209128 ②109209129 ニュージーランド/①白②赤

各3,600 円（税抜）

330mℓ 380 円（税抜）

800 円（税抜）

各100g ①345 円（税抜） ②535円（税抜） ③1,075 円（税抜）

①307002470 ②307002469 ③307002456

秩父やまなみチーズ工房
①フロマージュ・ブラン ②リコッタ ③ルビー

都内で購入できるのは、当店のみ！！注目のチーズ工房です！！都内で購入できるのは、当店のみ！！注目のチーズ工房です！！ SNS映えも◎なご機嫌な
スイカジュースで夏を満喫しましょう！
SNS映えも◎なご機嫌な
スイカジュースで夏を満喫しましょう！

機材の持ち運び問題を一気に解決してくれるスマー
トなセット。丈夫な革の持ち手で簡単に持ち運べる
炭火焼き用グリルです、BBQアウトドア好きにぴった
り！目をひくレッドカラーで気分が盛り上がります♪

UNA ポータブル・チャコールグリル

407001659 ベトナム

スマートなBBQグリルセット、在庫限り30%OFFスマートなBBQグリルセット、在庫限り30%OFF
トライタン ピルスナー

403002993 台湾

飲みすぎないちょうど良いサイズ！飲みすぎないちょうど良いサイズ！

日本

特殊樹脂トライタンでできた
割れないグラスの“ピルスナ
ー型”が初登場です！お子様
と一緒の時間や酔っぱらっ
た時でも安心して取り扱う
事ができますね～♪350缶
がちょうど注ぎ切れるサイ
ズ、人気のクラフトビールも
トライタンで楽しんじゃいま
しょう！

冷蔵品

NEW!
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季節商品のご案内♪季節商品のご案内♪



通常価格 5,700 円 →4,800 円（税抜）通常価格 2,000 円 →1,500 円（税抜）

12,000 円（税抜）

限定12本！

限定24本！

限定6本！

数量限定15%OFF

熟成感溢れるラングドックの白！
シャルドネ好きに飲んで欲しい♪
熟成感溢れるラングドックの白！
シャルドネ好きに飲んで欲しい♪

ラングドック地方ミネルヴォワの自社畑
で栽培される葡萄から自らの名前を冠し
てリリースするフラグシップワイン。高級
フレンチオーク（新樽）を贅沢に使用し、
どう考えても採算度外視な味わいとワイ
ンメイキングは賞賛に値する素晴らしい
ワイン。シトラスやエキゾチックなフルー
ツの凝縮感。丸みを帯びたバニラやウッ
ディーなニュアンス、個性的で素晴らしい
魅力の詰まったデイリーワイン!熟成感溢
れる2011年、ピッタリ飲み頃です！

109203458

グザヴィエ・カザル・
リオティエ ミネルヴォワ・
ブラン ２０１１

フランス/白

100g 通常価格 550 円 → 467 円（税抜） 2g×5 520 円（税抜）

ワインテイスティングを始めよう！ワインテイスティングを始めよう！

ISO（国際基準協会）により定めら
れたテイスティンググラスとして
形、寸法の基準を満たしたグラス。
ワインはもちろん酒全般のテイス
ティングに欠かせないアイテム、６
脚まとめてのお買い上げがお買い
得です！

国際規格テイスティング
グラス6脚セット

402003094 403002980, 403002981, 403002982, 403002983, 403002984

普段のお買い物からアウトドアまで大活躍の保冷バッグ！普段のお買い物からアウトドアまで大活躍の保冷バッグ！

シンプルなデザインと使いやすさで
人気のライゼンタール社の保冷、保
温バッグ。厚みのあるアルミニウム素
材とフタにより外気から守り型崩れ
しにくく物がつぶれる心配もありませ
ん。肩紐もしっかりし、２Lのペットボト
ルやワインボトルも立てて入り、大き
く開くフタで出し入れもスムーズ！保
冷剤を入れてご利用下さい。

ライゼンタール サーモショッパー

ドイツ

デンマーク301005005

ピリっと刺激的な青カビチーズが数量限定15%OFF!!ピリっと刺激的な青カビチーズが数量限定15%OFF!!

世界三大ブルーチーズの一つでもある、羊乳のロック
フォールをお手本に作りあげた牛乳製のデンマーク産ブ
ルーチーズ。元のロックフォールを食べた方はわかる、そ
の強めの塩気と青カビのピリっとした刺激が特徴的で
す。（ロックフォールよりだいぶ食べやすいですが…）そ
のままはもちろん、生クリームと合わせてパスタのソース
やスプレッドにするのもおすすめです。濃い目の赤ワイン
や甘口のワインと好相性！チーズ好きなら知っておいて
損のない定番のブルーチーズです。

キャステロブルー

フィリピン304100202

健康をサポートしてくれるスーパーフードを
ティーパックで手軽に召しあがれます！
健康をサポートしてくれるスーパーフードを
ティーパックで手軽に召しあがれます！

フィリピンの太陽をいっぱいに浴びて育ったモリンガの
葉をティーパックにしました。モリンガとは、各種ビタミ
ン、必須アミノ酸等、人間に必要なほぼ全ての栄養が
豊富に含まれているスーパーフードです。古代から多く
の地域で食されて、美容や健康に利用されてきました。
古代ローマやギリシャ、エジプト文明記にもその効能は
記されています。肌のターンオーバーを促し美白などに
も効果があるので、夏から摂っておきたい食品です。

モリンガ茶ティーパック

通常価格 2,700 円 →2,450 円（税抜）

イタリアを代表する『ルーチェ』の
スーパー・セカンド！！
24本限定特別価格！

イタリアを代表する『ルーチェ』の
スーパー・セカンド！！
24本限定特別価格！

偉大なるトスカーナワイン、ルーチェのセ
カンド、ルチェンテはルーチェと同じ畑の
メルローとサンジョヴェーゼをブレンドし
より複雑味をプラスし個性的なワインに
仕上げました。とても深いルビー色。熟し
たフルーツとチョコレートの香りが広が
り、繊細なスパイスの香りが最後に残り
ます。最初の飲み心地は柔らかく、タンニ
ンとアルコールがよく調和しています。
バリックで12ヶ月熟成。

109208385

テヌータ・ルーチェ
ルチェンテ 2015

イタリア/赤

大人のスポーツドリンク！のような、
SO2無添加の自然派ワイン！
大人のスポーツドリンク！のような、
SO2無添加の自然派ワイン！

ワイン上級者の方や、ナチュラルワイン好き
の方にこそ飲んでいただきたい自然の旨味
たっぷりの白ワイン。コルテーゼという品種
でここまで表現できる生産者も珍しい。
オーナーのステファノ・ベロッティはイタリア
におけるビオディナミ農法の第一人者であ
り、ニコラ・ジョリーが運営するビオディナミ
グループ「ルネッサンス」のイタリア代表で
もあります。しっかりとしたミネラルに炭酸
ガスのようなハリ、レモン系の柑橘系フルー
ツの旨味が頬に張り付く感じ。農薬、化学
肥料、除草剤、ノンフィルター、天然酵母で
の発酵、そしてSO2無添加でこの価格！

109106610

カッシーナ・デッリ・ウリヴィ 
ベロッティ・ビアンコ N.V

イタリア/白

通常価格 3,600 円 →3,000 円（税抜） 通常価格 9,400 円 →8,980 円（税抜）

輸入元完売！デュバンの2015年は
価値ある1本になること間違いなし！
輸入元完売！デュバンの2015年は
価値ある1本になること間違いなし！

輸入元完売の目玉ブルゴーニュ！近年ブルゴーニュで
はドメーヌの世代交代が進み、優秀な若手醸造家の
台頭が目立ちます。その代表的な醸造家がダヴィド・
デュバン！1971年生まれの彼はブルゴーニュ若手醸
造家の中でも注目される生産者のひとりです。世界
中で大人気のワイン、か
つグレートヴィンテージ
である2015年は今飲ん
でも良しですが、セラー
をお持ちの方は寝かせて
頂けるとまた面白いと思
います。ぜひトップ生産
者の人気銘柄をどうぞ！

109104049

ダヴィド・デュバン ジュヴレ・
シャンベルタン ２０１５

フランス/赤

希少！熟成を経た
AUT最高峰単一畑のリースリング！
希少！熟成を経た
AUT最高峰単一畑のリースリング！

オーストラリア最高の造り手の一人ヘ
ンチキ。酒精強化ワインが主流の時代
から高品質なワインを造ろうと、単一畑
でにこだわっています。このリースリン
グは、彫刻家でもある大叔父のジュリア
ス・ヘンチキ氏から名前を頂きエーデ
ン・ヴァレー産の単一畑の最高級なブド
ウを使っています。白いバラにプリメリ
ア、レモンやライムの香りがありなが
ら、口に含むと、ギッしりと引き締まった
酸と、強いミネラルが熟成によりワイン
に溶け込み、驚くほどのコクと余韻の長
さを与えます！プレミアムな2004ＶＴは
6本限定で入荷しました！

109209365

ヘンチキ ジュリアス・
エーデンヴァレー・
リースリング 2004

オーストラリア/白

稀少なエトワールのワインが入荷！
この産地特有のシェリー香が
フワッと香ります！

稀少なエトワールのワインが入荷！
この産地特有のシェリー香が
フワッと香ります！

美食の街ジュラで1920年からこの地
でワインを生産した蔵元で、同地唯一
の女性当主であるニコラさんのスタイ
ルは、畑は有機栽培を徹底し自然と共
にサスティナブルな環境の元ワインを
醸造。シェリー香がフワッと香り、食欲
を誘発します。特に少し辛味を持つ中
華料理やスパイシーカレーとの相性は
特筆です！酸化熟成した味わいを暑い
なか飲むのもワイン好きにはたまらな
いですよね…??熟成した同蔵のワイ
ンは姉妹店ラ・ヴィネへどうぞ！

109209278

モンブルジョ レトワール・
ヴァン・ブラン ２０１５

イタリア/赤

通常価格 4,500 円 →3,825 円（税抜）通常価格 4,200 円 →3,780 円（税抜）

まとめてお買い得！

冷蔵品

15%OFF

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 2,600 円 →

通常価格 9,500 円 →

限定6本！

限定6本！
PARYTY'S PARTYでも人気を集めた力強さが売りの
濃厚ピノ・ノワール！
ベルトラン・アンブロワーズ 
ヴージョ プルミエ・クリュ レ・クラ 2015

イタリア/赤109209379 イタリア/赤

おうちで食事と合わせる
デイリートスカーナならこちら！
グラーティ カヴァリエーレ カベルネ・メルロー 2015

109006388

4

1９８７年設立。ニュイ･サン・ジョルジュ（プリモー・プリッセ村）に本拠地を置き、新参者なが
ら、プリモー村議長を20年、村長を7年務めた人格者がベルトラン・アンブロワーズ。90年
代にパワフルなワインのつくり手として全米をはじめ、世界で一躍注目を集めていたが、
樽香を抑えることによりブドウの味わいを感じさせる1本を近年では醸造。力強いピノノ
ワールがお好きな方におススメ！
2015年は寝かせるも良し、です。

2015年がファーストヴィンテージ！
ルーチェの新たな歴史！
テヌータ・ルーチェ ルックス・ヴィティス 2015
テヌータ・ルーチェのテロワールを表現できる最高級のカベルネ・ソーヴィニヨン。カベ
ルネ・ソーヴィニヨンは2004年にモンタルチーノの混合砂質の土壌に植樹されたも
の。何年もの間、このブドウ樹の生育を観察していく中で、そこで生み出されるブドウ
の品質のすばらしさが驚くべきものだったために誕生した新たなワインです。より個
性豊かにするために、これまで輝かしい歴史を築いてきたサンジョヴェーゼを少量だ
けブレンド。セメントタンクで発酵。フレンチオークの新樽
で24ヶ月熟成。新たな「命を育む光」となることは確実！

100101311 フランス/泡白

フランス/白

フランス/泡ロゼ

これぞセックの最高峰！
シャンパーニュを代表するノクターン(夜想曲)！
テタンジェ ノクターン・セック N.V

109209131 フランス/白

日本では数少ないブルゴーニュ・ヴェルズネイ地方！
ミネラル溢れる美しい味わいが美しいです！
ラ・スール・カデット ブルゴーニュ シャルドネ 2017

フランス/白109209232

フランス/赤109208947

バイヤー即決！元DRCのモンラッシェ栽培責任者が造る
旨味溢れるブルゴーニュ･ブラン！もはや村名クラスです！
ドメーヌ・トマ・モレ ブルゴーニュ シャルドネ 2017
シャサーニュ・モンラッシェの代表生産者だった父を持ち、DRCの共同経営者である
ヴィレーヌ氏にその卓逸した才能を買われ、DRCのモンラッシェ栽培責任者に任命
された経歴を持つトマモレ。円みのある味わいと､ﾐミネラルの輝き、新鮮な芳香を放
ち､トースト香も感じさせ､バランスに優れています。DRCで働いていた時に実践し
ていた栽培法を取り入れ､その経験やノウハウを自身の蔵元に反映させ、見事なワ
インを醸しています。シャサーニュのポテンシャルを存分に
感じれる王道シャルドネ好きには堪らない一本です！

109208505 フランス/白

この季節はやっぱりソーヴィニョン・ブラン!?
名門アンリ・ブルジョワが2本で3,000円！
アンリ・ブルジョワ プティ・ブルジョワ 
ソーヴィニヨン・ブラン
ワール地方上流域サンセールで最も有名な生産者の一人アンリ・ブルジョワ。
当主のジャン・マリー・ブルジョワ氏は大の親日家でもあります。多くのスタッフ
が「美味しい！」と大絶賛したソーヴィニヨン・ブラン。グレープフルーツやレモン
のような爽やかさ、透明感あふれる酸味、ハーブを感じさせる新鮮さ。ブドウ品
種や土地の個性も感じれるためソムリエ試験勉強ワイン
としてもお勧めです2本で3,000円人気ワイン！ 2,300 円（税抜）

109204322

スタッフでファン多し！ラベルから想像できない！甘いイチゴの様な可愛い味わい
アラン・ルナルダ・ファッシュ ビュジェ・セルドン 2017
美食の街リヨン北東スイス国境近くのビュジェの地で人口僅か100名弱の小
さな村で先祖代々続く家族経営のワイナリー。2010年よりAOCビュゼェ・セ
ルドンが認められAOC取得に大きく貢献したスペシャリストであり功労者で
す。メトード・アンセストラルとは人為的な糖分添加を行わず、葡萄本来の糖分
のみを用い、また酵母添加も行わず醸造するスパークリングワイン。フランボ
ワーズや苺などのキュートなアロマ、上品で優しい心に染み渡る癒しの1本。
ワインが飲めない人にもお勧めしたくなる淡い・ロゼ
スパークリングです。

109208344

ライチや薔薇の香り漂う、ゲヴュルツトラミネールのお手本！
ツィント・フンブレヒト ゲヴュルツトラミネール 
テュルクハイム 2016
マルセル・ダイス、ヴァインヴァックと共にアルザス地方を代表するトップ生産者であ
るフンブレヒト。当主のオリヴィエ・フンブンレヒトはフランス人で初めて、非常な難
関といわれるマスター・オブ・ワインの資格を取得した天才！このゲヴュルツトラミ
ネールは「ヘレンヴェッグ」の砂利質土壌から造られています。柑橘類、ライチなどの
熟れた果実と花やスパイスのアロマ。味わいは豊かで調和がとれており、非常にドラ
イでフレッシュ。酸は低いもののタンニンがバランスを保
ち、白い色をした「赤ワイン」のような印象を受けます。

4,500 円（税抜）

フランス/白109209277

辛口ワインはやっぱりシャブリ！ソムリエからの信頼が強い
シャブリジェンヌ！EPAでさらにお買い得♪
ラ・シャブリジェンヌ シャブリ ラ・ピエレレ 2016
「シャブリで最も重要な生産者の一つ」と評され、この地を代表する協同組合
であるラ・シャブリジェンヌ。クオリティの高い、プルミエ・クリュやグラン・クリ
ュまでを揃え、伝統的に醸造。”ミネラル・エモーション”をコンセプトとした土
地の個性を重きに置いたシャブリを生み出しています。ラ・ピエレレは蔵元の
スタンダードクラス！シャブリの魅力を再確認すること間違いなし！

1855年のパリ万博で金賞受賞！という歴史を持つ、5代続くキャンティ・ル
フィーナの名門グラーティ家。1855年といえば、ナポレオン3世がボルドーの
格付を発表した年にあたります。そんな古い時代から、しかもイタリアではな
い、他国で評価を受けたことがワインの品質の高さを裏付けます。名門グラー
ティ家がカベルネ・ソーヴィニョンとメルローを使い、ブレンド！深いルビー色、カ
シスやプラムの香りが広がりギュッと凝縮した果実味
が楽しめます。 1,400 円（税抜）

3,100 円（税抜）

3,300 円（税抜）

8,000 円（税抜）

イタリア/白

間違いなくロエロ・アルネイスの中でも最高峰！
ブルーノ・ジャコーザ ロエロ・アルネイス 2017

109209350

イタリアの偉大なワイン生産者といえるブルーノ・ジャコーザ。時に「バローロ
のロマネ・コンティ」、「伝説的な人物」など、イタリア国内だけではなく、世界
中から最高の賛辞をもって称されます。実は偉大な白ワインも存在。栽培が
難しいとされていたアルネイス種に立ち向かい、困難の末に造り上げた逸
品。青リンゴ、洋ナシや白桃を思わせ、非常に繊細で上品なスタイル、厚みあ
る芳醇な味わい。酸、ミネラル、完熟果実の風味のバランスが申し分なく、非
常に完成度が高い1本。「ジェームス・サックリング
2017」94点。 4,500 円（税抜）

2,500 円（税抜）

甘口のシャンパーニュの最高峰！美しきノクターン･･･♪フランス大統領が行
う晩餐会には必ず登場するテタンジェ。「最高の晩餐のお供に」がテーマの
「ノクターン（夜想曲）」は、キラキラと揺らめくような麦わら色の色調、香りは
繊細でフレッシュ、熟した果実と白い花を連想させてくれます。ほのかな甘み、
程よい熟成感、ムースのように柔らかい飲み口。食事が終わった後、デザート
と一緒、もしくはアフターに最適です。ショパンを聞き
ながら・・・♪甘口シャンパーニュをお楽しみください。

27,000 円（税抜）

イタリア/泡白109008081

エレガントで滑らかな味わいが魅力の
イタリア辛口スプマンテ。
ヴィニコラ・セレナ　　
セレナ・プロセッコ・トレヴィーゾ・ブリュット NV
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。白い花や、青リンゴ、洋ナシなどのフルーティなアロマ、優しい泡立ち感。
口に含むとふわっと広がりをみせる調和のとれた心地よい味わい。食前酒と
して、前菜や軽めのチーズ、シーフードにも良く合います。ミネラルと酸が豊か
で、果実味溢れる瑞々しいスパークリングワインです。 1,450 円（税抜）

2004年設立。ブルゴーニュ北部+H7:H11ニュイの中間に位置しフランスで
最も美しい村として有名なヴェズレー村のパイオニア的存在であるラ・カデッ
ト。同地は1997年に出来た比較的新しいAOCです。有名なシャブリ地区の近
所で、同様に確かな石灰質土の産地である。豊かなミネラルや完熟した果実味
は味わいにコクを与え、樽のスタイルではなく、すっぴん美人のようなワイン！
サッパリ冷やして飲むのも良し、少し冷やしてお料理と
お楽しみ頂ける、フランスらしい美しい逸品です。

自然派ワイン

3,000 円（税抜）

PARTY初入荷！

2本で
3,000円！
対象商品

9,100 円（税抜）

数量限定 女性だけによる
国際ワインコンペティション、

サクラ・アワード2019にて金賞受賞！

割引対象外



109207514 スペイン/赤

スペイン/白109102218

南国のようなエキゾチックな風味 夏向きの白ワイン！
カステル・デル・レメイ ゴティム・ブラン 2017

近年、注目度大のメンシア100%の爽快な赤ワイン！
アデガ・カチン ペサ・ド・レイ・ロホ 2017

1780年創業の歴史あるワイナリー。最新技術や設備も積極的に取り入れています
が、カタルーニャのクラシック・スタイルを牽引し、何よりも高品質なワインを生み出して
います。透き通った黄金色にグリーンの光沢。バナナやパッションフルーツ、メロンなど
のエキゾチックで魅力的な果実の香りが力強く、花や白果実の微かな香りも感じられ
る。口当たりは爽やかで、バランスが良く満足感のあるワイン。余韻は長めで心地よく、
洋ナシや熟したリンゴの香りが鼻を抜けていきます。あらゆる種類のサラダやリゾット、
パスタなどに。マカベオ60%/
ソーヴィニヨン・ブラン40%。

ガリシア地方の内陸部にあるD.O.リベイラ・サクラは壮大な自然に恵まれて
おり、風通しの良い切り立った急斜面にブドウ畑が広がっています。こちらの
キュヴェは、この土地で多く生産されているメンシア100%の軽やかでフレッ
シュな味わいのワイン。15～17℃でアルコール発酵。ステンレスタンクで5ヶ
月熟成。瓶内熟成5ヶ月以上。輝くルビー色。スミレや花の香り。透明感があ
り、酸味と果実味のバランスが絶妙です。通常の赤ワインより少し低い温度
（14-15℃位）で飲んでみてください。 

5

2,300 円（税抜）

109209304 スペイン/泡白

乾杯からお魚料理、和食にも合うオールマイティな1本！ 
エメンディス ルックス・カヴァ・ブリュット N.V.
ワイナリーではアンナとジョアンの夫婦が率いる若手チームが高品質かつモダン
なワインを造っています。標高150ｍの所に48ヘクタールの自社畑を所有。セ
ラーは、元々電車を通すトンネルとして誤って掘られた場所を買い取ったというユ
ニークさ。フルーティーな味わいと、辛口ながらほのかな甘さを感じる心地よいカ
ヴァ。きめ細かい泡立ち、洋ナシな青リンゴなどの果実の香りを持ち、味わいは生
のアーモンドやフレッシュなフルーツを感じる爽快な味わいです。チャレッロ50%/
マカベオ25%/パレリャーダ25%。 1,560 円（税抜）

サンタ・マリア・ヴァレーの銘醸畑がこのヴィンテージだけの超大特価！
①アルタ・マリア・ヴィンヤード ピノ・ノワール2012
②アルタ・マリア・ヴィンヤード シャルドネ2013

①109209301  ②109209302

アルタ・マリアは栽培家のオンティヴェロスの先祖が、1855年聖マリアの日
にサンタ・マリア河を超えて新境地にやってきた開拓者であったことにちなん
で付けられました。①サンタ・マリア・ヴァレーの銘醸畑の樹齢40年の古木か
ら造られるた上質なピノ・ノワール。軽やかなベリー系の香りの中にタバコや
ペッパーなどの香りが複雑さを感じさせます。②ほぼステンレスタンクでの

熟成されたシャルドネ。フレッシュでクリアな果実味と生き生きとした酸が印象的です。

① ② アメリカ/①赤・②白

109002830 チリ/赤

コノスル社が誇る、超プレミアム・ピノ・ノワール！
現地ではデキャンタして楽しまれていました！
コノスル・ピノ・ノワール オシオ
1993年に設立され、有機栽培に力を入れながら1000円以下のスタンダードクラスを造るな
ど、瞬く間にチリを代表するワイナリーとなったコノスル社。このオシオはブルゴーニュのドメー
ヌ・ジャック・プリウールの協力を得て造られたチリ最高の超プレミアム・ピノ・ノワール！ブラック
チェリー、カシス、ラズベリーの凝縮された果実の香りにすみれの花、紅茶、トリュフのニュアン
ス。クローブやチョコレートのような甘い香りも・・・。フレンチオークで12ヶ月熟成。ブラインド
でお出しするとチリとは答えられない
くらい秀逸なピノ・ノワール！ 7,500 円（税抜）

限定24本！

期間限定特別価格！オーストラリア/赤109209372

名門が手掛ける劇的に美しいナチュラルシラーズ！！
カレスキー ツヴァイガイスト・シラーズ 2018

アメリカ/白109209347

オレゴン最高峰の生産者が造り出す極上のシャルドネ！
ケン・ライト・セラーズ シャルドネ 2014
ケン・ライト・セラーズはピノ・ノワール銘醸地として世界に認められたオレゴ
ンの地で、最も尊敬されている生産者。ワイン造りも人間の介入を最小限に
して自然の贈り物をそのままに保つことが極めて重要と考え、妥協を一切許
さないワインづくりの哲学を持った生産者です。今回ご紹介する、セライロ
ヴィンヤードで栽培されているシャルドネは、冷涼な気候で、酸をしっかりと保
持し、クリーンなミネラルの特徴をもったしっかりとしたシャルドネです。テロ
ワールが見事に表現された1本！ 3,800 円（税抜）

各2,450 円（税抜）

通常価格 8,000 円 →

日本/白

風土の個性が豊かに輝く日本でしかつくれないワイン！この泉は山梨県産甲
州と岡山県産のマスカット・オブ・アレキサンドリアをバランスよくブレンド。み
ずみずしく華やかな香りが最大の魅力で、味わいもドライというよりは少し甘
みのあるマイルドさがあります。飲んでみると、そのバランスの良さに驚かされ
ます。2016年5月に開催されたG7伊勢志摩サミットでも、各国の首脳に提供
され話題となりました。スクリューキャップですので、
屋外やキャンプに持っていく1本としてもピッタリです。

100101267

日本の風土を表現、いつもの食卓に驚くほど馴染むワイン！
グランポレール　
エスプリ・ド・ヴァン・ジャポネ 泉 -SEN-　

1,500 円（税抜）

南アフリカ/白

バーデンホーストのセラーを使って、佐藤圭史氏が造ったワインが初めての入
荷！ケイジさんは大学時代をオレゴンで過ごし、ワインに出会います。一旦会社勤
めをしたものの20代後半で一念発起し飲食業に転身。渋谷でオレゴンワインに
特化したワインバーを始めます。ある日、南アフリカワインを飲み、頭をぶん殴ら
れたような衝撃に受け、すっかり虜に。師匠であるバーデンホーストのアディと意
気投合し、ワイン造りを経験。2017年念願の自身のキュヴェを完成させました。
ピチピチとフレッシュでいて果実味と旨味溢れるワイン

109209013

南ア初の日本人生産者！ケイジワイン初リリースのシュナン・ブラン！
エー・エー・バーデンホースト 
ケイジ・シュナン・ブラン 2017

3,500 円（税抜）

アルゼンチン/赤

ズッカルディはアルゼンチンの銘醸地メンドーサに本拠地を置く有力ワイナ
リーの一つであり、アルゼンチン高級ワインの先駆者的な存在。栽培地はアン
デス山脈の東側の乾燥した土地にあり、アンデスからの雪解け水を灌漑として
利用。適度に酸素を通し、寝かせながら適正に酸化させることができるコンク
リートタンクを使用する点も特徴の一つ。輸入元も完売している希少なワイン。
飲み頃のマルベックブレンドをお楽しみください。

109204526

在庫限り終了！お客様より好評を得た上級キュヴェ！
濃い旨魅惑のマルベック！
ズッカルディ ゼータ

2,000 円（税抜）

1853年にバロッサ・ヴァレーでブドウ栽培や果樹園、畜産業を行い150年以上も
カレスキー家で継承されている由緒正しい造り手。平均樹齢は50年以上と古く、中
には1875年に植樹されたブドウもまだ存在しています。伝統的な自然な造りと最
新のトレンドを抑えた醸造。パーカーに“伝説的なワインを造る”と評価されたワイ
ナリーです。初リリースとなる、ゼロワイン（亜硫酸添加ゼロ）天然酵母発酵、動物性
清澄剤なし。ブドウ本来のスパイス香とパフュームの心地よさ、オフフレーヴァーは
一切ありません。ビーガンの方、
外国人の方にもおすすめです！ 3,800 円（税抜）通常価格 4,000 円 →

日本新入荷！

4,500 円（税抜）

通常価格 1,700 円 →

通常価格 2,500 円 →

109207610 アメリカ/白

これは2度と入手困難な1本！15年熟成ソーヴィニヨン
トロワ・ヴォワイエル ソーヴィニヨン・ブラン 
リッチー・ヴィンヤード 2004
この価格でカリフォルニアのシャルドネのトップクラスの銘醸畑ロシアン・リヴァー・
ヴァレーのリッチー・ヴィンヤードから熟成した希少なソーヴィニヨン・ブランが入
荷しました。リッチー・ヴィンヤードのワインは基本的に1万円近くのものが多いの
ですが、今回は破格で入荷！今回限定で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。清涼感よりは、蜜っぽさや
栗のニュアンスを感じ、熟成感による複雑な味わいがお楽
しみいただけます！24本限定ですのでお試しください！ 2,900 円（税抜）

通常価格 2,300 円 →

通常価格 5,600 円 →

②通常価格 5,000 円 →2,800 円（税抜）①通常価格 5,000 円 →2,980 円（税抜）

在庫限り！

①本当に本当にコストパフォーマンスに優れているワイン！
②このワインの魅力的な香りにファンになる人続出！！
①ポール・クルーバー ヴィレッジ・ピノ・ノワール 2016
②ポール・クルーバー ソーヴィニヨン・ブラン 2016

①109209373  ②109209319

①南アフリカ・ケープタウン周辺、ブルゴーニュ地方とほぼ同じ気候のエルギン地区のパイオニア
として君臨するのが、ポール・クルーバーです。このピノ・ノワールはとても優秀なワインです。この
価格でこの品質はあり得ない！と久しぶりに感じました。フレッシュでフルーティー、奇麗でシルキー
な優しい口当たり。夏は少し冷やしていただきたいコストパフォーマンスに優れたワインです。

②トロピカルフルーツ、グレープフルーツ、パッションフルーツなどの香り。フレッシュな酸味、複雑でややクリーミーでリッチ
な味わい。ニュージーにもサンセールにもない南アフリカ独特のワインです！

① ② 南アフリカ/①赤・②白 バイヤーおすすめ！



冷凍品

※冷凍品につき
配送はできませ
ん。店頭のみでの
販売とさせていた
だいております。

50g 通常価格 10,000 円 →6,500 円（税抜）

今売れている食品やチーズはこちら！今売れている食品やチーズはこちら！
シャンパーニュにぴったりの
上質なキャビアで
ロイヤルなひと時を
キャヴィア
バエリ・ロワイヤル

サブレにもバタークリームにも砂糖、食品添加物を使
用せず、ハチミツだけのやさしい甘さでつくりあげた
バターサンド。春の百花蜜「春の草原」を使用し、体に
すっと溶けていくよう
な軽やかなサブレと
オーストリアの銘酒
シュトローラムがたっ
ぷり染み込んだレーズ
ン入り。ハチミツメー
カーのこだわりが詰
まった贅沢なハニーサ
ンドです。

食通の間では美味しいバターの代名詞的存在のボル
ディエ・バター。ブルターニュ地方の良質な牛乳を使
用し、伝統製法で3日間もの時間をかけて作業で丁寧
に作られる上質なバター。ボルディエ氏が来日時に食
べた柚子に感銘を受けて開発されたオリジナルフレー
バー。柚子のもつ爽やかな風味と香りが引き立ち清
涼感のある味わい。星付きレストランや一流ホテルで
も愛される逸品です。※予約商品となります。毎月、第1土曜
日19時までご予約受付し、同月、第3金曜日に入荷予定となりま
す。※輸入品の
為、諸事情によ
り入荷が遅れる
可能性もござい
ます。何卒ご理
解の程宜しくお
願い申し上げま
す。お届けが遅
れる場合はご連
絡いたします。

イタリアで養殖ののち、フランスで熟成され
たバエリ・ロワイヤルのキャヴィア。
ダークグレーの粒は、口に含んだ時クリー
ミーでやわらかな質感が楽しめます。
品質と価格のバランスの良い、優れたコスト
パフォーマ
ンスの商品
です。

125g 1,990 円（税抜）

304100185 イタリア/キャビア 304009491 イタリア

つまみ食いで完食してしまいそうになる
シンプルにおいしい生パスタ！！
ムリーノマリーノ
①生スパゲッティ
②生タリオリーニ
ムリーノマリーノ社は穀物の名産地として有名なピエモンテに
ある製粉業者です。1000年もの間伝えられてきた伝統に徹底
的にこだわり、「昔ながらの味わい」に即した丁寧な粉造りに励
んでいます。大手企業の低コスト、大量生産の製品に比べる
と、マリーノ社の製品はオーガニックのうえ、手作業で手間もか
かるため、割高になりま
すが、香りの豊かさ、味
わい深さでは、他の製品
とは比較にならないほど
高い水準を保持していま
す。多めの塩で茹でただ
けで本当においしいかっ
たです！ソースをかけるの
が勿体ないとすら思える
パスタです

①304100187 ②304100189 イタリア/生パスタ

スパークリングワインと一緒に♪
チーズの世界コンクール
モンディアル・フロマージュ2017 銀賞受賞！
二世古チーズ工房
雪花【sekka】
まるで宝石ような美しさが目を引く、『雪花』。チーズ
にまんべんなくまぶされたパパイヤとパイナップルの
ドライフルーツの食感とクリーミーなチーズの相性が
とても良く、 賞味期限が近づくにつれ、ドライフルーツ
の甘味、風味がチーズ内に染み込んで行くので、味は
日々変化します。スパークリングワインとはとても相
性が良く、意外と日本酒との相性も素晴らしいです。
Mondial du fromage 銀賞、JAPAN CHEESE 
AWARD 2016 最優秀部門賞受賞も納得の見た目
の美しさのみならず
味わいも感激する
美味しさです！

150g 1,480 円（税抜）

304009892 日本/北海道 冷蔵品

イタリア最古の生ハムメーカーの
本気を召し上がれ
エミリアロマーニャ
アンティパスト
世界的に評価の高い北イタリアのエミリア＝ロマー
ニャ州のサルーミ３種盛り合わせです！
イタリア最古の生ハムメーカーベレッタ社が作るプレ
ミアムシリーズです。切りたての生ハムに限りなく近
い風味、味、触感を再現しています。召し上がる少し前
に冷蔵庫から出して少し温度を上げる最大限におい
しさが引き出されます。
200年の伝統の真骨頂をお楽しみください

砂糖、添加物不使用
優しい甘さのハニーバターサンド
BieneBiene
ハチミツたっぷり
バターサンド

307002485 日本

食べて感動！！ボルディエ氏が日本で
着想を得たオリジナルフレーバー
ボルディエバター 柚子

307001590 フランス/ブルターニュ

175g 550 円（税抜）

やっと満足のいく商品に出会えました！！
味、価格ともに◎、天然のパワーフード
デーツクラウン ドライデーツ
はるか昔から中東の人々の命を支えてきたデーツは
ナツメヤシと呼ばれるヤシ植物の果物。
砂漠の過酷な環境で育つ生命力の強さから、「生命の
樹」とも呼ばれ、一粒で天然の豊富な栄養素を美味し
く補給できるのが、デーツの最大の魅力です。
人工添加物不使用なので、安心してお召し上がりい
ただけます。黒糖や干し柿を思わせるような甘さで、
そのままはもちろんチーズをはさんでおつまみにして
も美味しくオ
ススメです♪
夏バテ予防
に積極的に
取り入れた
いですね。

307002495 アラブ首長国連邦304010028 イタリア 304100182 イタリア

下ゆでなし！フライパン１つで
美味しいズボラパスタ！
パスタロッティ バジルペスト
スパゲッティ
１人前のパスタとソースが1袋に入っている即席パス
タです。フライパン1つあれば他の材料を準備するこ
ともなく、手軽にイタリアの味をお楽しみいただけま
す。調理はフライパンのみで洗い物が最小限で済む
ので後片付けも楽々です。
夏休みのお子様のお
昼ご飯にも良いので
はないでしょうか？
ご家庭の保存食とし
て、アウトドアでの携帯
食として、災害時など
の非常食としても便利
ですよ

500g 650 円（税抜） 250g 540 円（税抜）

無農薬・保存料ゼロの
甘～いトマトのパッサータ！
PETTI
有機パッサータ
PETTI
有機パッサータ
トスカーナ州マレンマ産のダッテリーノ種100%で作
られたパッサータ（裏ごしトマトソー
ス）。ダッテリーノ種はトマトの中で
最も甘い品種のひとつに数えられる
高級品種。そのトマトを無農薬、無化
学肥料で栽培（イタリア国内で有機
認証取得）。
保存料もゼロなので安心・安全！しか
も甘くて美味しい！ホールトマト缶に
比べてキメが細かく、潰したり、長時
間煮込む必要がなく手間も省けま
す。ニンニク、塩、コショウなどで味
付けをすれば、パスタやピザのソー
スに。鶏肉や白身魚と一緒に煮込ん
でもよし。

65g 1,580 円（税抜）100g 各320 円（税抜）

冷蔵品 冷蔵品

冷蔵品 冷蔵品

6個入り 1,850 円（税抜）
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5,800 円（税抜）

通常価格 50,000 円 →45,000 円（税抜）通常価格 3,400 円 →各2,890 円（税抜）

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

407001424

NEW!

人にプレゼントしたくなる、便利な雑貨！人にプレゼントしたくなる、便利な雑貨！
数量限定で再入荷！
ギフトにも人気の
動物コルクホルダー
コルクホルダーピッグ
他店ではなかなか手に入れられないコルクホ
ルダーが当店では購入可能です。
なかでも人気だったブタさんが再登場しまし
た！フレンチピッグをイメージしたようなピンク
色、バネで動くシッポがとってもキュートです。
背中からコルクを入れ、約120個収納してくれ
ます。ブリキ製

1,800 円（税抜）

402003408

500 円（税抜）

麻製のバッグで涼しげに
ワインを持ち運び♪
麻製ボトルバッグ
メガネ&ハイヒール
ワインボトル（レギュラーサイス）が２本納まるバッグ。
かわいいデザインのプリント
でワインの持ち運びを楽しく
してくれそうです。
内側コーティング加工。
中央は縫い付けられて
いるので、ボトルが当た
らずしっかりと分けて入
れる事ができます。

402003369 フランス

情熱的な赤と黒のハンドルがとっても
クールなラギオールソムリエナイフ！

シャトーラギオール
ルージュ＆ノワール
赤と黒モデル
恋と旅を愛した、フランスの小説家スタンダールの長

編作品の名からデザインさ
れたモデル。
大胆な色調でエネルギッシュ
なこちらの商品はまさしく“目
を奪われる”美しさです。
二度と手に入らない超限定
品をお探しの方、絶対におす
すめです！!
専用革ケース入り
3年保障付

407001284

お洒落に自分のグラスが分かる、
いくつも集めたくなる
可愛いグラスマーカー
WINE THINGS
グラスマーカー
パーティーやBBQ、人が集まる場所で自分のグラス
が迷子になる事なく見つけられる事を目的とするグ
ラスチャーム。ここでもやっぱりお洒落にしていもの。
ワインのモチーフ以外
にも様々なシリーズの
チャームがあり、それ
ぞれのグラスの脚元で
キラリと光ります。どん
なワイングラスにも使
用できる、可
愛らしいアク
セサリー。6
個入りのグ
ラスチャーム
はいかがで
しょうか？

404000233, 404000232

2,500 円（税抜）

オランダ

冷凍庫で冷やすだけ！
スタイリッシュなワインクーラー
VACUVIN
ラピットアイス チューリップ
有名なワイングッズメーカー、バキュバンのチューリッ
プをモチーフにした繰り返し使えるワインクーラー。
中の保冷剤を冷凍庫に一晩入れて保冷カバーにセッ
トして使用します。面ファスナーの調節で様々なワイン
ボトルにフィッ
トし、持ち運び
もしやすくアウ
トドアでも使用
できます。
サ イ ズ：幅
1 4 5×奥 行
190

各1,500 円（税抜）

ラバーハンドルが嬉しい！
新入荷のイタリア製ソムリエナイフ
ムラーノ ソムリエナイフ
①オレンジ②グリーン
③イエロー
カラーバリエーションが元気にさせてくれる！イタリア
製のソムリエナイフ。テフロン加工されたスクリューは
コルクへスムーズに刺さり、しかりコルクを掴みます。
ラバー素材のハンドルと、二段階フックなので使い慣
れてない方にもおすすめです。

①402034445 ②40203447 ③40203446イタリア イタリア402002657

420 円（税抜）

ぐびぐび飲みたいこれからの
季節にはまさにぴったり
木村硝子店
ウィーン135
イタリアの大衆食堂でよく使われてるというこのグラ
スは、1970年代には生産されていたとても古いデザ
インのもの。
グラス全体が厚くやや重厚でしっくりと手に馴染みま
す、赤ワインでも白ワインでも食後のアマレットまで！
自由にどんどん使って下さい。この馴染む感じは癖に
なりますよ♪
口径64mm、高さ88mm、
容量130cc

402003449407001542

世界中のファンに愛されている
モリスデザイン
英国製ティータオル
ウィリアム・モリス
19世紀を代表する英国の偉大な芸術家であり、社会活
動家だったウィリアム・モリス。タペストリー、壁紙など自
然の樹木や草花などをモチーフにしたテキスタイルデ
ザインを豊富に生み出した『モダンデザインの父』いえ
ます。

ランチョンマット
よりも大きめの
ティータオルは
食器に被せた
り、タペストリー
として飾っても
素敵です。
（綿100%また
はリネン）

6,500 円（税抜）

イギリス スロベニア

全てのワインを最高の
状態で飲める１脚
ジャンシス・ロビンソン
THE WINE GLASS
英国王室ワインセラーの
アドバイザー＆マスターオ
ブワインの資格を有する
ワインジャーナリスト『ジャ
ンシスロビンソン氏』と世
界的なプロダクトデザイ
ナーである『リチャード・ブ
レンドン氏』の共同開発！
”この１脚で様々なスタイ
ルのワインを楽しむ”がコ
ンセプト、話題のグラス、
ぜひ店頭でご覧ください！
口径 6 1mm、最大径
90mm、高さ224mm、
最大容量500cc

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！！

マヌカハニーはオーストラリアとニュージーランドに原産
するマヌカブッシュから採取される蜂蜜です。現地の言
葉で、「癒しの木」、「復活の木」といわれ、古くからけがや
病気の治療に使われてきたそうです。その殺菌効果の
高さは普通のハチミツの約8
倍といわれ、近年注目を集めて
います。また、マヌカには抗菌
作用、胃痛への効果、美肌作用
があると言われています。少し
薬のような味のするものが多
い中、このマヌカハニーは食べ
やすく、日常に取り入れやすい
ところも魅力です。

エウダルド・マッサナ・ノヤは、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)を実践し、自
社畑のブドウのみを使用して良質なカ
ヴァを生産しています。色合いは淡い
ピンク色。グラスに注ぐと瓶内二次熟
成によるきめ細かくエレガントな泡が
立ち上がります。アロマは赤系果実の
フルーティーでフレッシュな香り。口に
含むと柔らかい酸味により口内がさっ
ぱりとし、果実の甘味が程よく広がりま
す。ヤギのチーズや塩気のある肉料
理、生ハムやカルパッチョなどの前菜な
どにも。ピノ・ノワール100%。

イタリア・ラツィオ州出身のカステリ・
サムが西オーストラリアの冷涼なグ
レートサザンに2007年に設立したワ
イナリー。優秀なワインメイキング
チームが集められ、彼らの豊かな経
験と良質なブドウ調達を通して、西
オーストラリアで最も有望なワイナ
リーです。クールクライメットを活かし
た綺麗な酸も伴ったバランスの良さ
が信条です。シラーズは熟したブルー
ベリーの香りに、スパイスや胡椒の
ニュアンスが感じられます。理想的な
酸と糖度のバランスが充実した果実
味エレガントでしっかりとした骨格を
持っています。お勧めです。

日本人生産者の西川氏が、たった１ヘ
クタールの畑から１種類のみのワイン
を生み出すワイナリー。米国、イタリ
ア、スペインなどワイン造りが盛んな
国での海外勤務を20年以上経験。
2010年からはシチリアのエトナ山が
あるカターニャに住み始め、ふと立ち
寄った地元のワインバーで薦められ
たネレッロ・マスカレーゼに衝撃を受
けたのがきっかけ。ちょうどこのワイ
ンが造られた畑が売りにでているこ
とを知り、購入を即決。畑は火山性の
ミネラルが豊富で、栽培は無農薬。
「JUN」は妻の純子さんから一文字貰
いましたが、ネレッロ・マスカレーゼ
100%の混じりけのない純なワイン
と言う意味も込めています。

自然派ワインラバー必飲！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フレデリック・コサール氏がア
リゴテで造るスパークリング！ダイレクトにブドウの美味
しさを感じ、夏にはたまらない爽快なおいしさがクセに
なります。スティルワイン
は飲んだことがあるけれ
どスパークリングはない！
という自然派ワイン好き
も多いのでは??お料理
はチーズやパテはもちろ
ん、和食にもお勧めで
す。この暑い季節にぜひ
お試しください！

泡ものを飲む機会がグンと増えるこの季節には大活躍
です！ボタン（凸部）をプッシュしてシャンパンボトル内に、
空気を送り込み炭酸抜
けを防ぎます。
ボタンが硬くなってき
たらOK！リピーター続
出の大ヒット商品！

一番人気のサヴァ15ozよりも普
段使いできることで人気のピッコ
ロシリーズ。特に15ozはボウルの
ゆったりした丸いフォルムが上品
な印象でワインの香りも優しく引
き出してくれます。ステムが短いの
で収納にも困らず、来客用やお店
用にまとめて買っておくのにとって
もおすすめです。

上質な海塩で名高いシチリア北西部トラーパニの塩に
乾燥レモンピールを加えてさわやかなイタリアの味に仕
上げています。上品な甘みやうまみの感じるお塩はこれ
だけで口に含んでも十分にいおいしいです。唐揚げや
お魚にはもちろん合うのです
が、スイカに一振りしたりグラ
スのふちにたっぷりまとわせて
お家でカクテルパーティーも気
分が盛り上がりますよ！！

１９４５年創業。コート・デ・バー
ル地区で三代に渡り伝統的か
つ革新的な醸造栽培方法を
行っている正真正銘のヴィ
ニュロン。モングー村（白亜石
灰層）に３ｈａ、ビュクスイル村
（キンメリッジ）に１０ｈａの畑を
所有。葡萄と常に会話を最高
の状態での収穫を拘っている
為通常よりも１～２週間程遅れ
ての収穫となる。ビュクシイル
村のピノ・ノワール１００％で仕
込まれた最上級品。無濾過＆
SO2は一切使用しない葡萄本
来の旨味！

800 円（税抜）

250g 3,200 円（税抜）

数量限定

5,000 円（税抜）

5,000 円（税抜）

1,000 円（税抜）

5,200 円（税抜）

フランス/甘口109204965 フランス/泡109209158

イタリア/赤109209381

18,000 円（税抜）
寸法：約φ83mm ×105mm、容量：約440ml、

重量：約180g、材質：ステンレス鋼
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通常価格 2,600 円 →2,300 円（税抜）

通常価格 2,240 円 →2,140 円（税抜）

ヴァンサン・クーシュ
ラタフィア・ド・シャンパーニュ
ピノ・ノワール ビュクスイル NV

シャンパーニュ地方で造られる甘口！
ブランデーとジュースのブレンドです♪

304009924

フラントイ・クトレラ
シチリア産レモンソルト

一振りでレモンの
さわやかさが香ります！

イタリア

109209318

エウダルド・マッサナ・ノヤ
カヴァ・ファミリア・ロサード・
ブリュット N.V

不動の人気を誇るマッサナ・ノヤが
待望のロゼをリリース！ 

スペイン/泡ロゼ

402002615

エアープレス
シャンパンストッパー

当店で一番売れてるシャンパン
ストッパーがこれです！

402003452

木村硝子 ピッコロ15oz

遂に入荷！マシンメイドとは思えない繊細な
フォルムが人気の木村硝子ピッコログラス

これからの暑い季節に是非ご利用頂きたいペアタンブ
ラーセットが、バーグッズで定評のあるBIRDY.から登
場！ステンレス鋼を独自の技術で研磨し、微細な凹凸が
理想の泡立ちを促します。こちらはビールに。ブレンディ
ングタンブラーはカクテル・水割りがまろやかな口当た
りになります。いつものドリンクが簡単にワンランクアッ
プ。ギフトにイチオシです。

キャピラノ　
マヌカ NPA5＋/MGO８３＋

強い殺菌効果で注目のスーパーフード！！

402003433

BIRDY. スパークリング＆
ブレンディングセット

これぞ“日本のものづくり”!
飲み比べが出来るタンブラーペアセット

日本

フレデリック・コサール
ラ・シャソルナード ２０１７

暑い季節にはたまらない！
本数限定の大人だけが楽しめる
ブドウのサイダーです。

テッラ・デッレ・ジネストレ
エトナ・ ロッソ ジュン 2015

シチリア州で初の日本人生産者！
西川惠章氏のD.O.C.エトナ・ロッソ！

109209094

カステリ
ザ・サム・シラーズ 2016
カステリ
ザ・サム・シラーズ 2016

久しぶり！どんぴしゃのバランスを
持つ有望シラーズ！

オーストラリア/赤

307002488 オーストラリア

６脚まとめ買いで10%OFF！

200g 1,350 円（税抜）




