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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

年末年始 休業のお知らせ
12/13（金）～12/30（月）11：00～21：00 延長営業しております！

12/31（火）10：00～18：00
1/1（水）休業、1/2（木）休業

1/3（金）通常営業 11：00～20：00

限定

2本

冷蔵品

数量限定バックヴィンテージ！

当店でのワインセラーご購入特典と
して、収 納 本 数 分 のワインが
15%OFFになるチケットを進呈！
（有効期限有り）

ラディコンの最上級キュヴェとして知られるこのフオーリ・ダル・テンポ（時間の概念を超
越した！の意）。今回のこの2006年ヴィンテージでフオーリ・ダル・テンポという名前のワ
インは最後となります。天候の良かった年のみに造られ、天然酵母で発酵。
樽熟成3年。瓶熟成はヴィンテージにより変わりますが平均10年。
まさに長い時を越えるラディコン最高の逸品！
今は亡きスタンコ・ラディコンの真髄を味わえる究極のワインです。

シャンパーニュきっての年号である2002年。名門ドラピエの当
主であるミシェルは"さらなる素晴らしさは熟成を経てさらに発
揮されるだろう"と確信し、長い間セラーで寝かせておきました。
それをついに放出する時が来ました！16年間澱と共に熟成し、
より複雑身と深みを得た銘酒となり"ドラピエ史上最高の年号"
と当主は語ります。
ぜひ、一年の終わりにお召し上がりください。

フランスでもクリスマスは特別な行事。その特別な時期に特別な
ブルーチーズを食べたいと昔から少量生産されているプレミアム
ロックフォールが当店に数量限定で入荷しております。原料であ
る羊のミルクは一年で最も美味しいと言われている春ミルクを使
用。通常は3ヶ月くらいで熟成が終わりますが、こちらはなんと3倍
の9ヶ月を費やしゆっくりと熟成されます。そして贅沢にも、ブルー
チーズで一番美味しいとされる中心部だけをカットして販売され
るのです。芳醇で長い
余韻に魅了され毎年
楽しみにされてるお客
様がたくさんいます
が、まだ食べたことが
ないと言う方にもぜひ
召し上がって頂きたい
たい究極の逸品です。

Vol.892019

数量限定

20,000 円（税抜）

38,000 円（税抜）

15,000 円（税抜）

毎週末、店内テイスティングバーではテーマを決めた特別な
有料試飲を行っています。詳しくはHPの「有料試飲情報」に
載せておりますので、是非ご確認ください。
その他テイスティングバーでは常時25種類以上のワインが
試飲できます。平日でも週末でも、いつでもワインを楽しみ
に来てください。

ドラピエ カルト・ドール・ブリュット・
ミレジメ・クラシック・ラベル ２００２
ドラピエ カルト・ドール・ブリュット・
ミレジメ・クラシック・ラベル ２００２

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

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

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

フランス/泡109300461

2000年台きってのグレート･ヴィンテージ！
あのドラピエの

ロックフォール・パピヨンプレミアムロックフォール・パピヨンプレミアム

フランス304006777

今年も入荷しました！ 現地フランスでも
入手困難なプレミアムロックフォール

フォルスター ホームセラー
カジュアル+ FJC-310GS
ブラック 111本用

フォルスター ホームセラー
カジュアル+ FJC-310GS
ブラック 111本用

501000377

進化系セラー“インバーターセラー”

    

ラディコン オスラーヴィエ　
フオーリ・ダル・テンポ 2006（1000ｍℓ）
ラディコン オスラーヴィエ　
フオーリ・ダル・テンポ 2006（1000ｍℓ）

イタリア/オレンジ109300409

『フオーリ・ダル・テンポ』最終ヴィンテージ2006年！

    

オーストラリア・バロッサ・ヴァレーと言えばトルブレックが思い描かれるくらい超有名生
産者。フラッグシップである「ラン・リグ」はリリースする全てのワインがパーカーポイント
95点以上と驚異的な評価ですが2010年に続き、またしても100点を獲得。
口にした瞬間に心が引き寄せられる・・・パーカーポイント100点のワインは、あらゆる努
力をしてでも見つけ出し手に入れるべき逸品。
重厚感とエレガンスのアーチ、無重力空間に飛ぶような感覚さえ感じさせる「限りなく完
璧に近い」と謳われるシラーズ。
トルブレックの完全なる最高傑作。
ワインアドヴォケイト100点

トルブレック ラン・リグ 2016トルブレック ラン・リグ 2016

オーストラリア/赤109008647

P.P.驚異の100点獲得バロッサのモンスターワイン！

    

通常価格 213,000 円 →199,890 円（税抜）

有料試飲情報！

今年も「お得」な福袋揃えました！
数量限定、お見逃しなく！

待ってましたお得な福袋！
2～3ページ目を
チェックしてください！

年末年始にお勧めしたいのは、なんだか
縁起の良いぞろ目、１１１本収納のワイン
セラー！朱色のラインが印象的なデザイ
ンの大型セラーです。インバーターコン
プレッサーは冷却に必要な分だけ回転制
御する為、効率が良く比較的エネルギー
消費も少なく省エネ効果があります。そ
の他、新型LEDや、酷暑対応など嬉しい
機能満載のワインセラーとなっておりま
す。大型セラーをご検討中の方は是非こ
ちらをチェックしておいてください。

5,600 円（税抜） ※画像の缶は過去のものを使用しております。
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昨年一番売れたセットがさらにパワーアップ！
ヨーロッパの主要3ヶ国、フランス、イタリア、スペインの赤ワイン3本セット。
「ワインはやっぱりヨーロッパ、しかも赤に限る！」という方におすすめです。

冷蔵品

冷蔵品

25%OFF数量限定

無くなり次第終了です

通常価格 12,500 円 →9,375 円（税抜）

イタリアで養殖されたのち、フランスで熟成された
コストパフォーマンスに優れたキャヴィアです。
粒の大きさ、口に含んだ時のクリーミーさを是非お
楽しみください！ シャンパーニュとの相性は言うまで
もなく、年末年始の
特別な時間を彩りま
す。ブリニやバケッ
トにたっぷりと乗せ
てお召し上がりくだ
さい！
内容量50g

キャヴィア･バエリ･
ロワイヤル 50g
キャヴィア･バエリ･
ロワイヤル 50g

世界のトップグラスメーカーRIEDELの現在は販売されていないギフトボックスセッ
ト。さらに中には当店売れ筋シャンパーニュ、直輸入の「パスカル・ポンソン」を合わ
せたギフトセットを数量限定でご用意しました！
ふくよかな味わいを存
分に引き出してくれる”
ヴィノム キュヴェ・プレ
スティージ シャンパー
ニュ”は熟成感のあるポ
ンソンにぴったり！現在、
ヴィノムシリーズの価格
が上がったのでこちら
のセットがとてもお買い
得です！

パスカル・ポンソンN.Vと
VINUMのシャンパングラス２脚
ギフトBOX入り

①407001164 ②4007000831

402003481 まるでチーズのパッケージのような、
何枚も揃えたくなるチーズプレート

チーズ好きにはたまらない、カマンベールやグリュイエールなどがプリントされた
アンティークな雰囲気のあるチーズプレート。
お揃いの柄のハード系チーズ用ナイフと一緒にギフトにも♪

①グルメチーズプレート
②グルメチーズナイフ　　

限定1セット！
創立25周年記念⁉
フランスワイン25万円福袋！!　

創立25周年を記念して、フランスワインの福箱を限定6本1セットを用意致しまし
た！当店に一本のみ入荷のあのアルマン・ルソー シャンベルタンの現行ヴィンテー
ジや、ルフレーヴのグラン・クリュ、フランソワ･ラヴノー、オヴェルノワ、クロ・ル
ジャール…プレミアム価格が付けられている限定品を集めました！
去年も早々に売り切れてしまった福箱をお見逃しなく！
※こちらの内容は店舗のみの販売となります。

【フランス福袋 25万円】
フランスワイン6本

グレート・ヴィンテージ！
2008年と2015年のブルゴーニュ村名
赤ワインが入ったバイヤー渾身福袋！

2019年、WINE MARKET PARTYが強くお勧めさせて頂いた"2008年のシャン
パーニュ"と"2015年のブルゴーニュ"の2本が入っているスペシャルな福袋！
ブルゴーニュはジュヴレ・シャンベルタンを、ご用意！
なんともお買い得なセットをお見逃しなく！

【フランス福袋 20,000円】
グレート・ヴィンテージ

欧州主要3ヶ国のとってもお得な赤ワイン3本セット！
【2020年福袋】
3本3,000円 福袋A
欧州3ヶ国
赤･赤･赤 3本セット

今、飲みたい南西地方が誇るグレート・ヴィンテージ2001年とブルゴーニュ・ブラ
ンの2014年が入った福袋！年越しの疲れた体に染み渡るワインをご用意しており
ます。姉妹店ラヴィネでも人気の生産者、フランス・ファンは見逃せませんよ！

イタリアの力強さを感じる・・・
赤ワイン2本セット！

美しい自然に恵まれたヴェネト州とマルケ州の力強い赤ワインのセットです。
ヴェネト州の濃厚赤ワインといえば・・・！？
そしてマルケ州は10年近く熟成した赤ワインをご用意いたしました。

【イタリア福袋 5,500円】
イタリア濃厚 赤・赤 2本セット！【フランス福袋 10,000円】

フランス紅白飲み頃ワイン 2本セット

20,000 円相当 →特別価格12,000 円（税抜）

16,200 円相当 →特別価格 10,000 円（税抜）

18,000 円相当 →特別価格12,000 円（税抜）

15,000 円相当 →特別価格 13,500 円（税抜）

15,000 円相当 →特別価格 10,000 円（税抜） 10,500 円相当 →特別価格 5,500 円（税抜）

25,500 円相当 →特別価格 20,000 円（税抜）ASK →特別価格 250,000 円（税抜）

6,000 円相当 →特別価格 3,000 円（税抜）

109300434

109300433 フランス

フランス

304100185 フランス

イタリア

イタリア

109300435 フランス

109300657

109300658

イタリアワインと言えば・・・
やっぱりトスカーナ！

ルネッサンス絵画のような風景が広がるトスカーナ州。
ワインもまた有名なD.O.C.G.や所謂スーパートスカーナと言われる世界的に知名
度の高いものなど、まさに芸術とも言える高級ワインがひしめくエリア。
その中から厳選した赤ワイン2本をご用意いたしました。

【イタリア福袋 10,000円】
王道トスカーナ 赤・赤 2本セット！

多くのワイン愛好家の方から支持され、とても盛り上がりをみせているオーストラリ
アナチュラルワイン。その中でもカルト的人気を誇る「ルーシー・マルゴー」が必ず
入った福袋。世界を驚かせるアーティスティックなワインをぜひご堪能ください。
限定15セットは、毎年すぐに完売してしまいます。
完売の際は、ご了承ください。

【オーストラリア福袋 13,500円】
ルーシー・マルゴーが入った
豪州ナチュラルワイン3本セット！

ルーシー・マルゴーが必ず入った、
豪州ナチュラル3本セット！

109300445 オーストラリア

109300427 アメリカ109300426 アメリカ

カリフォルニア好き必見！一流生産者のみ！
ナパ・ソノマで愛される品種3本セット！

カリフォルニアで多大な人気を誇るナパ・ヴァレー、ソノマ・ヴァレー、今回は同地で
最も栽培されている品種トップ3をセットにしました。
20,000円相当のワインが限定24セットのみ12,000円でゲットできる大チャンス！
早期完売が予約されます、完売の際はご容赦ください・・・。

【アメリカ福袋 12,000円】
ナパ・ソノマ三種の神器
カベルネ・シャルドネ・ピノ・ノワール
人気生産者赤・赤・白 3本セット！

8,000 円相当 →特別価格 5,000 円（税抜）

109300622109300596 フランス・イタリア・スペイン

109300597 アメリカ・イタリア・スペイン

主要3ヶ国のとってもお得な赤ワイン3本セット！

今年初登場の大変お得な赤ワイン3本セット！
セット内容はヨーロッパの主要国2本とニューワールド1本。
どの国のワインかは開けてからのお楽しみ。
赤ワイン好きの皆様、お急ぎください。

【2020年福袋】
3本5,000円 福袋C
主要3ヶ国
赤・赤・赤 3本セット

8,000 円相当 →特別価格 5,000 円（税抜）

5,100 円相当 →特別価格 2,500 円（税抜）

主要3ヶ国のちょっと贅沢なお勧め3本セット！

毎年完売御礼の3本セットです！
今回もとてもお得な泡、白、赤という様々なシチュエーションで役に立つ3本ですの
で、まずはこちらを是非、ご入手ください！

【2020年福袋】
3本5,000円 福袋D
主要3ヶ国
泡・白・赤 3本セット

6,000 円相当 →特別価格 3,000 円（税抜）

フランス・イタリア・アメリカ

109300620 スペイン・イタリア・アメリカ

仏伊米3ヶ国のとってもお得なコスパ抜群3本セット！

毎年完売御礼の3本セットです！
今回もとてもお得な泡、白、赤という様々なシチュエーションで役に立つ3本ですの
で、まずはこちらを是非、ご入手ください！

【2020年福袋】
3本3,000円 福袋B
仏伊米
泡・白・赤 3本セット

濃厚ワイン好きの方にお勧めの3本セット！
間違いなく美味しいバイヤー厳選の赤ワインです！

期間限定！シャンパンとリーデルグラスの超お得セット

カリフォルニアお勧めの濃厚ワイン3本セット！
冬に飲みたいワイン№1の濃厚カリフォルニアワイン。
特に品質の高い赤ワインのみを厳選しました！
18,000円相当のワインが24セット限定で12,000円、是非この機会に美味しいカ
リフォルニアワインを試してみてください！

【アメリカ福袋 12,000円】
カリフォルニアお勧めの
濃厚ワイン3本セット！

毎年年末で完売してしまう人気ぶりのため今年は過去最高１００セットご用意しております！そしてその中身も豪華
です！白カビチーズはクリーミーで口どけとまろやかなコクが特徴の人気商品の
一つでもあるカプリスデデュー。青カビチーズは、今回の目玉商品でもある新発
売されたパヴェダフィノアブルー。クリーミーな白カビの中に青かびが入っている
ので、塩味とピリッとした青かびがワインとの相性抜群！試食会で即完売した人気
商品です。ハードチーズはおなじみベームスターシリーズから一番人気のベーム
スタークラシック。日本酒と相性抜群です。最後にお子様でも美味しく食べれるよ
うにポーションタイプのフランス産のクリームチーズを入れました。
これで２,５００円はやりすぎなくらいお得です！

今回の福袋本当に中身頑張りました。
お客様の年末年始を豊かな食卓にすること間違いなしです！シャンパーニュとキャヴィアで

上質なひと時を… 年末年始チーズセット

304100433※福袋の販売は12月26日より行っております。

ちょっとマニアック⁉な厳選
熟成赤ワインとブルゴーニュ村名・
白ワインの紅白セットで1万円！

②通常価格 1,800 円 →1,400 円（税抜）

①通常価格 1,500 円 →1,200 円（税抜）

①レンジ、食洗器OK 直径約19cm ②ナイフ幅3×長さ13cm

10,000 円相当 →特別価格 6,500 円（税抜）

各種割引対象外

各種割引対象外

各種割引対象外

各種割引対象外

各種割引対象外

各種割引対象外

各種割引対象外

FUKUBUKURO of WINE MARKET PARTY 2020

年末
年始
年末
年始福袋福袋

2 3

2020年
WINE MARKET PARTYの
お得な「ワイン」福袋！

食品&雑貨 年末年始スペシャル企画！！

各種割引対象外

各種割引対象外

各種割引対象外

各種割引対象外

各種割引対象外

各種割引対象外

各種割引対象外

各種割引対象外各種割引対象外

限定
1セット

限定
10セット 限定

50セット

限定
50セット

限定
50セット

限定
50セット

限定
100セット

限定
24セット

限定
24セット

限定
24セット

限定
24セット

限定
15セット

限定
36セット

①

②



昨年一番売れたセットがさらにパワーアップ！
ヨーロッパの主要3ヶ国、フランス、イタリア、スペインの赤ワイン3本セット。
「ワインはやっぱりヨーロッパ、しかも赤に限る！」という方におすすめです。

冷蔵品

冷蔵品

25%OFF数量限定

無くなり次第終了です

通常価格 12,500 円 →9,375 円（税抜）

イタリアで養殖されたのち、フランスで熟成された
コストパフォーマンスに優れたキャヴィアです。
粒の大きさ、口に含んだ時のクリーミーさを是非お
楽しみください！ シャンパーニュとの相性は言うまで
もなく、年末年始の
特別な時間を彩りま
す。ブリニやバケッ
トにたっぷりと乗せ
てお召し上がりくだ
さい！
内容量50g

キャヴィア･バエリ･
ロワイヤル 50g
キャヴィア･バエリ･
ロワイヤル 50g

世界のトップグラスメーカーRIEDELの現在は販売されていないギフトボックスセッ
ト。さらに中には当店売れ筋シャンパーニュ、直輸入の「パスカル・ポンソン」を合わ
せたギフトセットを数量限定でご用意しました！
ふくよかな味わいを存
分に引き出してくれる”
ヴィノム キュヴェ・プレ
スティージ シャンパー
ニュ”は熟成感のあるポ
ンソンにぴったり！現在、
ヴィノムシリーズの価格
が上がったのでこちら
のセットがとてもお買い
得です！

パスカル・ポンソンN.Vと
VINUMのシャンパングラス２脚
ギフトBOX入り

①407001164 ②4007000831

402003481 まるでチーズのパッケージのような、
何枚も揃えたくなるチーズプレート

チーズ好きにはたまらない、カマンベールやグリュイエールなどがプリントされた
アンティークな雰囲気のあるチーズプレート。
お揃いの柄のハード系チーズ用ナイフと一緒にギフトにも♪

①グルメチーズプレート
②グルメチーズナイフ　　

限定1セット！
創立25周年記念⁉
フランスワイン25万円福袋！!　

創立25周年を記念して、フランスワインの福箱を限定6本1セットを用意致しまし
た！当店に一本のみ入荷のあのアルマン・ルソー シャンベルタンの現行ヴィンテー
ジや、ルフレーヴのグラン・クリュ、フランソワ･ラヴノー、オヴェルノワ、クロ・ル
ジャール…プレミアム価格が付けられている限定品を集めました！
去年も早々に売り切れてしまった福箱をお見逃しなく！
※こちらの内容は店舗のみの販売となります。

【フランス福袋 25万円】
フランスワイン6本

グレート・ヴィンテージ！
2008年と2015年のブルゴーニュ村名
赤ワインが入ったバイヤー渾身福袋！

2019年、WINE MARKET PARTYが強くお勧めさせて頂いた"2008年のシャン
パーニュ"と"2015年のブルゴーニュ"の2本が入っているスペシャルな福袋！
ブルゴーニュはジュヴレ・シャンベルタンを、ご用意！
なんともお買い得なセットをお見逃しなく！

【フランス福袋 20,000円】
グレート・ヴィンテージ

欧州主要3ヶ国のとってもお得な赤ワイン3本セット！
【2020年福袋】
3本3,000円 福袋A
欧州3ヶ国
赤･赤･赤 3本セット

今、飲みたい南西地方が誇るグレート・ヴィンテージ2001年とブルゴーニュ・ブラ
ンの2014年が入った福袋！年越しの疲れた体に染み渡るワインをご用意しており
ます。姉妹店ラヴィネでも人気の生産者、フランス・ファンは見逃せませんよ！

イタリアの力強さを感じる・・・
赤ワイン2本セット！

美しい自然に恵まれたヴェネト州とマルケ州の力強い赤ワインのセットです。
ヴェネト州の濃厚赤ワインといえば・・・！？
そしてマルケ州は10年近く熟成した赤ワインをご用意いたしました。

【イタリア福袋 5,500円】
イタリア濃厚 赤・赤 2本セット！【フランス福袋 10,000円】

フランス紅白飲み頃ワイン 2本セット

20,000 円相当 →特別価格12,000 円（税抜）

16,200 円相当 →特別価格 10,000 円（税抜）

18,000 円相当 →特別価格12,000 円（税抜）

15,000 円相当 →特別価格 13,500 円（税抜）

15,000 円相当 →特別価格 10,000 円（税抜） 10,500 円相当 →特別価格 5,500 円（税抜）

25,500 円相当 →特別価格 20,000 円（税抜）ASK →特別価格 250,000 円（税抜）

6,000 円相当 →特別価格 3,000 円（税抜）

109300434

109300433 フランス

フランス

304100185 フランス

イタリア

イタリア

109300435 フランス

109300657

109300658

イタリアワインと言えば・・・
やっぱりトスカーナ！

ルネッサンス絵画のような風景が広がるトスカーナ州。
ワインもまた有名なD.O.C.G.や所謂スーパートスカーナと言われる世界的に知名
度の高いものなど、まさに芸術とも言える高級ワインがひしめくエリア。
その中から厳選した赤ワイン2本をご用意いたしました。

【イタリア福袋 10,000円】
王道トスカーナ 赤・赤 2本セット！

多くのワイン愛好家の方から支持され、とても盛り上がりをみせているオーストラリ
アナチュラルワイン。その中でもカルト的人気を誇る「ルーシー・マルゴー」が必ず
入った福袋。世界を驚かせるアーティスティックなワインをぜひご堪能ください。
限定15セットは、毎年すぐに完売してしまいます。
完売の際は、ご了承ください。

【オーストラリア福袋 13,500円】
ルーシー・マルゴーが入った
豪州ナチュラルワイン3本セット！

ルーシー・マルゴーが必ず入った、
豪州ナチュラル3本セット！

109300445 オーストラリア

109300427 アメリカ109300426 アメリカ

カリフォルニア好き必見！一流生産者のみ！
ナパ・ソノマで愛される品種3本セット！

カリフォルニアで多大な人気を誇るナパ・ヴァレー、ソノマ・ヴァレー、今回は同地で
最も栽培されている品種トップ3をセットにしました。
20,000円相当のワインが限定24セットのみ12,000円でゲットできる大チャンス！
早期完売が予約されます、完売の際はご容赦ください・・・。

【アメリカ福袋 12,000円】
ナパ・ソノマ三種の神器
カベルネ・シャルドネ・ピノ・ノワール
人気生産者赤・赤・白 3本セット！

8,000 円相当 →特別価格 5,000 円（税抜）

109300622109300596 フランス・イタリア・スペイン

109300597 アメリカ・イタリア・スペイン

主要3ヶ国のとってもお得な赤ワイン3本セット！

今年初登場の大変お得な赤ワイン3本セット！
セット内容はヨーロッパの主要国2本とニューワールド1本。
どの国のワインかは開けてからのお楽しみ。
赤ワイン好きの皆様、お急ぎください。

【2020年福袋】
3本5,000円 福袋C
主要3ヶ国
赤・赤・赤 3本セット

8,000 円相当 →特別価格 5,000 円（税抜）

5,100 円相当 →特別価格 2,500 円（税抜）

主要3ヶ国のちょっと贅沢なお勧め3本セット！

毎年完売御礼の3本セットです！
今回もとてもお得な泡、白、赤という様々なシチュエーションで役に立つ3本ですの
で、まずはこちらを是非、ご入手ください！

【2020年福袋】
3本5,000円 福袋D
主要3ヶ国
泡・白・赤 3本セット

6,000 円相当 →特別価格 3,000 円（税抜）

フランス・イタリア・アメリカ

109300620 スペイン・イタリア・アメリカ

仏伊米3ヶ国のとってもお得なコスパ抜群3本セット！

毎年完売御礼の3本セットです！
今回もとてもお得な泡、白、赤という様々なシチュエーションで役に立つ3本ですの
で、まずはこちらを是非、ご入手ください！

【2020年福袋】
3本3,000円 福袋B
仏伊米
泡・白・赤 3本セット

濃厚ワイン好きの方にお勧めの3本セット！
間違いなく美味しいバイヤー厳選の赤ワインです！

期間限定！シャンパンとリーデルグラスの超お得セット

カリフォルニアお勧めの濃厚ワイン3本セット！
冬に飲みたいワイン№1の濃厚カリフォルニアワイン。
特に品質の高い赤ワインのみを厳選しました！
18,000円相当のワインが24セット限定で12,000円、是非この機会に美味しいカ
リフォルニアワインを試してみてください！

【アメリカ福袋 12,000円】
カリフォルニアお勧めの
濃厚ワイン3本セット！

毎年年末で完売してしまう人気ぶりのため今年は過去最高１００セットご用意しております！そしてその中身も豪華
です！白カビチーズはクリーミーで口どけとまろやかなコクが特徴の人気商品の
一つでもあるカプリスデデュー。青カビチーズは、今回の目玉商品でもある新発
売されたパヴェダフィノアブルー。クリーミーな白カビの中に青かびが入っている
ので、塩味とピリッとした青かびがワインとの相性抜群！試食会で即完売した人気
商品です。ハードチーズはおなじみベームスターシリーズから一番人気のベーム
スタークラシック。日本酒と相性抜群です。最後にお子様でも美味しく食べれるよ
うにポーションタイプのフランス産のクリームチーズを入れました。
これで２,５００円はやりすぎなくらいお得です！

今回の福袋本当に中身頑張りました。
お客様の年末年始を豊かな食卓にすること間違いなしです！シャンパーニュとキャヴィアで

上質なひと時を… 年末年始チーズセット

304100433※福袋の販売は12月26日より行っております。

ちょっとマニアック⁉な厳選
熟成赤ワインとブルゴーニュ村名・
白ワインの紅白セットで1万円！

②通常価格 1,800 円 →1,400 円（税抜）

①通常価格 1,500 円 →1,200 円（税抜）

①レンジ、食洗器OK 直径約19cm ②ナイフ幅3×長さ13cm

10,000 円相当 →特別価格 6,500 円（税抜）

各種割引対象外

各種割引対象外

各種割引対象外

各種割引対象外

各種割引対象外

各種割引対象外

各種割引対象外

FUKUBUKURO of WINE MARKET PARTY 2020

年末
年始
年末
年始福袋福袋

2 3

2020年
WINE MARKET PARTYの
お得な「ワイン」福袋！

食品&雑貨 年末年始スペシャル企画！！

各種割引対象外

各種割引対象外

各種割引対象外

各種割引対象外

各種割引対象外

各種割引対象外

各種割引対象外

各種割引対象外各種割引対象外

限定
1セット

限定
10セット 限定

50セット

限定
50セット

限定
50セット

限定
50セット

限定
100セット

限定
24セット

限定
24セット

限定
24セット

限定
24セット

限定
15セット

限定
36セット

①

②



通常価格 2,200 円 →

通常価格 4,400 円 →

数量限定

イタリア/赤109300444 イタリア/赤

リカーゾリ家の情熱とプライドの最高峰キャンティ・クラッシコ！
バローネ・リカーゾリ カステッロ・ディ・ブローリオ　
キャンティ・クラッシコ D.O.C.G. グラン・セレツィオーネ 2015

109005144

4

まもなく20年！熟成トスカーナの逸品2000年ヴィンテージ！
グラーティ 　
グラート・グラーティ ヴェッキア アンナータ 2000
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。色合いは熟成したワインらしい落ち着いた
赤色で、完熟したプラムを想わせる香りに続き、キノコのニュアンスが感じら
れます。タンニンもこなれて実に滑らか。 5年間大樽熟成。果たして長期熟成
したサンジョヴェーゼとは如何に・・・！？

109209949 フランス/泡

フランス/白

フランス/白

グレートヴィンテージ2008年試飲会で高い人気でした！
R・ルノーダン 
ブリュット・レスピエグル ミレジム 2008

109300324 フランス/赤

フランス/ロゼ

増殖中!?のガメラー必飲！
モルゴンの人気生産者が作る最高の区画！
ジャン・フォワヤール ACモルゴン コート・ド・ピィ 2017

フランス/赤109300272

ギガルに買収された秘蔵の蔵！2007年のコート・ロティが入荷しました！
ボンスリーヌ コート・ロティ・ラ・ガルド ２００７
冬に無性に飲みたくなる熟成したｒ南仏の飲み頃赤ワイン。蔵元のボンスリー
ヌの名前はシラーの別名「スリーヌ」に由来するほど、この地で偉大なるシ
ラーを育て、醸していました。2006年からギガルに買収されたものの、スタイ
ルや醸造責任者などはそのまま残し、ギガルのスタイルと差別化を図ってい
る。ローヌ最高の年号の一つである2007年の熟成感と樽香でなく、果実味
を生かすスタイルが魅力的。キノコ料理や、赤身のお肉と合わせたい複雑味
があり、寒い冬にはピッタリ
の1本です！

109209451

今年フランス・ロゼワインで一番売れた！
プロヴァンスの紳士が醸す"ロゼ・ファースト"の逸品！
シャトー・レ・ヴァロンティーン 
カプリース・ド・クレモンティーヌ・ロゼ ２０１８
フランス国内の星付きレストランやホテルで頻繁に使用されている本格派ロゼ
ワイン。プロヴァンス南部の地中海に面した町、ラ・ロン・ド・レ・モールにあり、海
風の影響を受けています。古樹のブドウを使用しイチゴやベリー、淡い花のア
ロマに、フレッシュな酸そして、ミネラルとほのかな塩味を感じます。"2番煎じ"
ではなく"最優先"にロゼを醸す、本格派なロゼです。
ぜひご賞味下さい！

最近、巷でよく見かける"ガメイをこよなく愛するワインファン"をガメラーとい
うのはご存知でしょうか??(笑)　当店にもガメラーのスタッフやお客様が急
上昇中！"ガメイはちょっと…"と思われているお客様にぜひ試して頂きたいの
がモルゴン四天王のひとり、ジャン・フォワヤールの最高区画のひとつ"コート・
ド・ピィ"はピノ・ノワール顔負け！2017年は女性的な柔らかさな兼ね備える美
しきガメイ！ピノ好きにも？おススメです！

2,600 円（税抜）

109104257

今年9月までで1,500本販売した
不動のフランス産シャルドネ！シバディ！
ドメーヌ・ドゥ･シバディ
当店で不動の人気を誇るフランス産シャルドネ"シバディ"。1.000円台前半と
は思えない樽香やナッツ、パッションフルーツが香る肉厚なボディはリピー
ターがとても多く、まさに当店の看板商品です。"フランスは酸っぱいから苦
手""コスパが悪い"と思っている方にぜひお試し頂きたい1本。お鍋やお出汁
の料理によく合います！

109209562

やっぱりおススメ"アン・レミリー！"濃厚シャルドネはこちら！
ミシェル・クトー サン・トーバン 1ER･CRU
アン・レミリー 2015
美味しいシャルドネが飲みたい方はぜひご注目ください！特級畑と競り合う豊
満な味わいと余韻、ミネラルを誇るとされる一級畑"アン・レミリ－"。じわじわ
とワイン・ラヴァーに認知され、高い人気と実力を誇ります。ブルゴーニュでも
名だたる生産者と肩を並べ、ファンの多い同生産者がこの一級畑だけタイミ
ングをずらし、満を持してリリース。肉厚で、練れた印象の豊満な果実味と、ま
だフレッシュさを感じさせる美しい酸味はブルゴー
ニュならでは！ぜひ大切なひと時にお楽しみください！

フランス/赤109209809

ＳＮＳでの告知厳禁！な当店独占ブルゴーニュ！
マニャンの2015年がやっぱりおススメ！
フレデリック・マニャン コート・ド・ニュイ・ヴィラージュ 
クール・ド・ロッシュ 2015
人気生産者フレデリック・マニャンの2015年は当店が残りの在庫を全てキープし、割
引率の高さからインポーターさんから"ＳＮＳでの販売は行わないように"と口止めされ
ているピノ・ノワールです。もうお試しされましたか？ネットに掲載はできませんが、お電
話などで販売は可能。しっかりとした果実味とブルゴーニュならではのベリー系の酸味
がなんとも魅力的。価格が高騰する
ブルゴーニュでは嬉しい1本です。

キャンティ・クラッシコ地区に聳えるブローリオの城を拠点に1000年に及ぶ歴史を持つリカーゾリ家。現在のキア
ンティの基礎を築き上げたのは"鉄の男爵"と呼ばれイタリア共和国の首相も務めた現オーナーの祖先でした。長年
の情熱とプライドをかけて造り出されたのがこのワイン。熟成はオークの小樽（新樽）で16ヶ月間、瓶内で13ヶ月
間。輝きを帯びたルビーレッド色。ベリー系果実やジャム、トースト、ヴァニラ、コーヒーなどの調和のとれた複雑な香
り。上品で繊細ながらも力強さを備える丸みを帯びたボディは余韻に至るまでバランスを崩さない完成品です。（ブ
ドウ品種：サンジョヴェーゼ90％/カベルネ・
ソーヴィニヨン5％/プティ・ヴェルド5％） 6,700 円（税抜）

1,580 円（税抜）

イタリア/赤

バッカス×ヴィーナス×キューピッドが描かれたキアンティ・クラッシコ！
109300284

「 Bramosia 」はイタリア語の「切望」の意。ラベルのテーマは「ロマンス」。キューピッド
が恋の矢でバッカスとヴィーナスを魔法にかける様子が描かれております。どんなロマ
ンスにも魔法が必要なのと同じ様に、キャンティ・クラッシコにもサンジョヴェーゼが必
要だといいます。ワインの色合いは濃いルビー。チェリーなどの赤い果実のアロマ。リ
コリスや赤いバラの香りも。豊かな果実味と酸味のバランスが綺麗にとれており、樽や
スパイスのニュアンスも感じられます。タンニンも細かくエレガントな味わいです。（ブド
ウ品種：サンジョヴェーゼ100％） 2,850 円（税抜）

イタリア/微発泡白

無秩序な！？微発泡トレッビアーノ！
チレッリ ビアンコ・フリッツァンテ ワインズ・オブ・アナーキー

109300281

ラベル、ネーミングともに異色のイタリアワイン。海賊旗のような黒をバック
に髑髏の絵柄。ボトル内のワインの黄色がかった色合いとの対照が際立ちま
す。ラベルは遊び心がありますが、味わいは本格的。むしろ味わいに自信が
あるからこそのこのネーミングか・・・！ブドウは完全有機栽培で無清澄＆無ろ
過。アプリコットや蜂蜜のような印象が心に刻まれます。造り手のフランチェ
スコ・チレッリ曰く" Bring some anarchy every day !"  ラベルの髑髏の金
歯がまた・・・（ブドウ品種：トレッ
ビアーノ100％） 2,600 円（税抜）

3,200 円（税抜）

先日行ったシャンパーニュの試飲会で1番人気の高かったのがルノーダンの
2008年！ブラン・ド・ブランの清らかなアロマと熟成による複雑さ、2008年の
美しく輝く酸味のバランスが絶妙。小樽で熟成させているので程よく蜜の香
りも香る逸品。世界中を賑やかせている"2008年"ヴィンテージも残りわずか
になってきました。年末年始に何本かあると便利ですよ♪シャンパーニュ・ラ
ヴァーはぜひお試しください。

4,000 円（税抜）

8,400 円（税抜）

樽香る2008年ヴィンテージ！残りわずか！

2015年！このシャルドネが素晴らしい！

今年イチオシのプロヴァンス・ロゼ！

在庫はすべてキープしています！

バック・ヴィンテージ！最高の年号！

圧倒的リピート率！

8,100 円（税抜）

通常価格 2,800 円 →

通常価格 3,140 円 →

イタリア/白109300269

ラツィオ州の飲みごたえ抜群の白！
ポッジョ・レ・ヴォルピ　
ドンナルーチェ ラツィオ I.G.P. ビアンコ 2018
古代ローマ帝国時代には「世界の中心」として栄えたローマを州都とするラツィオ州。「すべての道
はローマに通ず」と讃えられ、多くの芸術、信仰、文化の中心として今も多くの人々を魅了していま
す。ワインもまた魅力的で美しいワインが多くあります。この生産者ポッジョ・レ・ヴォルピは当店で
も長年人気のある生産者。色調は光沢を帯びたイエロー。熟れた果物の香りの中にアーモンドの
香ばしさとバニラの風味が感じられ、しっかりとした果実味があり力強くエレガントな味わいです。
クリームを使った料理などと相性抜群！熟成は大樽で12ヶ月間。
（ブドウ品種：マルヴァージア60％/グレコ30％/シャルドネ10％） 3,000 円（税抜）

限定12本！

通常価格 7,700 円 →

4,700 円（税抜） 通常価格 10,000 円 →9,500 円（税抜）

ドンナ・ラウラ キアンティ・クラッシコ D.O.C.G. 
ブラモシーア 2015



①109209450  ②109200658　

オーパスワンの元ワインメーカー『ポール・ホブス』がアルゼンチンで造るスペシャルワイン！
①ヴィーニャ・コボス ブラマーレ 
シャルドネ ロス・アルボリトス・ヴィンヤード ヴァジェ・デ・ウコ 2017
②ヴィーニャ・コボス ブラマーレ 
マルベック ルハン・デ・クージョ・メンドーサ 2016

6,700 円（税抜）① 5,600 円（税抜）②

109209988 スペイン/ロゼ

柔らかで優しい味わいのスペイン産オーガニック・ロゼ！
ビーニャ・イハルバ ロサード 2018
ビーニャ・イハルバはラ・リオハの中心、ログローニョに位置し、1994年にリオ
ハ自治州において初めてオーガニックの認証を取得したワイナリーでもあり
ます。オーガニックにこだわったブドウ栽培と絶滅品種や希少な固有品種な
どの復興をリオハ大学と共同で行っています。こちらはテンプラニーリョ
100%で造られるロゼ。サーモンのようなローズ色。ラズベリーとバラの花の
香り。フルーティかつフレッシュで、酸のバランスが良い辛口のロゼ。エレガン
トなアロマと酸が、幅広く食事
をカバーしてくれます。

5

2,300 円（税抜）

スペイン/白

3,800 円（税抜）

① ② 限定36本！

特別価格！

ＤＭ限定特別価格！

オーストラリア/赤109300398

マスターオブワインが手掛ける豪州の最新シラーズ！
バード・イン・ハンド
ツー・イン・ザ・ブッシュ シラーズ

ポルトガル/白

ネコのラベルが可愛らしい、ポルトガルのガブ飲みワイン！
ガタオ ヴィーニョ・ヴェルデ N.V
ポルトガル最北西部のミーニョ地方で造られるワインで“緑のワイン”を意味
するヴィーニョ・ヴェルデ。ほのかな発泡が舌先で感じられ、柑橘系のフレッ
シュな果実味とすっきりした酸が、とても心地よく爽やかな気分にさせてくれ
ます。ミーニョ地方は新鮮な魚介類が取れる事も有名で、魚介類を使った前
菜やニンニクのソースを使った野菜ディップなどとも相性が良いです。低ア
ルコールなので、お酒の弱い女性にもおすすめです。

1,200 円（税抜）

フィネス&エレガンス 上質なガルナッチャのお手本！ 
モルカ ゴディナ 2017 
スペインのモンスターワイン「エル・ニド」を生み出した超協力タッグが激ウマのガ
ルナッチャを誕生させました。その二人とは、最高峰のガルナッチャを生み出すこと
だけを突き詰めている現代スペインの天才醸造家、フランク・ゴンザレスと、世界
基準のスペインワインを生み出し、世界を驚かせ続ける「フアン・ヒル」の当主ミゲ
ル・ヒル。このゴディナは、バリック（新樽率25%）で15か月熟成。ベリーリキュール
やバイオレット、わずかにスモークとバニラのアクセントが広がります。凝縮感があ
り、口内を心地よく包み込んでくれます。フィニッシュは
しなやかで長く、ダークフルーツが共鳴し続けます。 3,900 円（税抜）

大人気カモミの新作！ナパ・ヴァレーのピノ・ノワール！？
カモミ ピノ・ノワール ナパ・ヴァレー 2016
カモミはイタリア系移民の3人の仲間で2006年にナパ・ヴァレーに設立した生産
者。食事を大切にするイタリア文化をアメリカの地で広めるべく、食事や人生の潤
滑油になるような美味しいワインを作る事を理想としています。アメリカンドリー
ムを夢みてイタリアでのキャリアを捨てた彼らは、味で勝負するべく、とても素晴ら
しいクオリティです。待望の新入荷となったナパ・ヴァレー産のピノ・ノワール。果実
味は広がりますが、濃すぎることなく非常にバランスの良いワインに仕上がって
います。人気のカモミ、試飲会で
とても人気だった力作です！ 3,250 円（税抜）

アメリカ/赤

オーストラリア/赤

トップキュヴェの「アモン・ラ」は神の雫にも登場した話題の醸造家ベン・グレッ
ツァーとイタリア家系のミトロファミリーがタッグを組み、瞬く間に世界に認めら
れたワイナリー「ミトロ」。カベルネ・ソーヴィニョン１００％。使用されているブドウ
の３０％は、収穫後に陰干しをするアマローネ製法によって、風味が高められてい
ます。 新鮮なカシスと清涼感のあるミントの香り。レッドチェリー、カシスの軽や
かな風味とアマローネによるダークチョコレートや煙草、乾燥させたハーブ、柔ら
かなタンニンを感じる口当たりの良さが絶妙の1本です。

109101309

アマローネ製法のカベルネ・ソーヴィニヨン！
ミトロ
ジェスター カベルネ・ソーヴィニヨン

3,210 円（税抜）

南アフリカ/白アルゼンチン/①白・②赤

スワートランド地区リーベック・カステールに本拠を構える、ワイン造りに情熱
を注ぐ家族経営のワイナリーです。2007年に設立まもなくプラッターズワイ
ンガイドで5つ星を獲得、世界のトップに名を連ねました。古い樹齢のブドウに
こだわり、ミニマルな醸造を貫きます。このレンジのシュナン・ブランはリリース
から1年ほどで素晴らしい味わいに変化します。熟した洋梨や桃の皮、フレッ
シュな生姜の香りが余韻を活き活きとさせています。
バイヤーおすすめのシュナン・ブラン！

109300418

南アフリカの新星にしてトップワイナリーのシュナン！
マリヌー・ワイナリー 
クルーフ・ストリート・シュナン・ブラン 2017

2,500 円（税抜）

1997年に創業された家族経営ワイナリー。冷涼なアデレードヒルズでも標
高450mに位置する畑はワイン造りを行う上で、理想的な条件。創業から20
年足らずで国際的にも評価されています。醸造長はオーストラリア・ワイン
メーカー・オブ・ザ・イヤー２年連続受賞キム・ミルン。ブラックベリーやペッ
パーやヴァニラのニュアンス。シルクのような滑らかさと長い余韻。ひんやり
としたタッチで大人の雰囲気を持った上品なシラーズ。2,600 円（税抜）

通常価格 2,500 円 →

109300158 109300410

109005660

アメリカ/白

試飲会で一目惚れ、高級レンジを思わせるシャルドネ！
ル・プティ・ペイザン（アイ・ブランド） 
シャルドネ ジャックスヒル・モントレー 2017
アイ・ブランドはオーナー醸造家のイアン・ブランドによって手掛けられ、酸とミネラ
ルをしっかり感じられるワイン（ボテボテ感のある樽香のあるワインとは正反対で
す。）にこだわる生産者。技術を取り入れた醸造器具や発展に頼ることなくブドウを
活かした原点回帰を目指します。樹齢35年のウェンテクローンとSLHの畑のブドウ
を、新樽4%旧樽61%、コンクリート30%、タンク5%で熟成。エレガントで爽やかな
酸と、ブドウの成熟を感じるとてもバランスの良いワイン
です！失われた「カリフォルニアらしさ」を求めて・・・ 3,300 円（税抜）

109300411 アメリカ/赤

バランスが抜群！複数年ブレンドのジンファンデルが新入荷！
ホープ・ファミリー・ワインズ カンダー・ジンファンデル・ロット7
80年代初頭、ナパの一流ブランド「ケイマス」のチャック・ワグナー氏が良質な低
価格レンジのセカンドブランドを模索中にホープ・ファミリーと出会いました。大
成功を収めた後ホープ・ファミリーは独立しました。カリフォルニアで最高の古木
ジンファンデルを産出することで知られている、ローダイ産のブドウを使用、豊
潤さ複雑さをも兼ね備えたフレッシュで活きのいいワインを造る事をコンセプト
に、異なるヴィンテージをブレンドをするこだわりは圧巻の飲み心地をもたらし
ます。食事に寄り添うバランスの
ジンファンデルです。

109206326 スペイン/赤109300344

若いうちからも楽しめ、長期熟成も可能なチャコリ！
ゴルカ・イサギレ チャコリ・ブランコ G22 2016
ゴルカ・イサギレのワイナリーは、三ツ星レストラン「アスルメンディ」の敷地内
に併設されており、バスクの食文化とワイン産業の保護、発展を目的として運
営されています。このワインが初めて造られた時「2区画のブドウから2タン
ク」だったことから、ワイン名はG22に。透明感と輝きのあるイエロー。洋梨や
熟れたリンゴ、グレープフルーツなどの鮮烈なアロマのあとに、白い花やレモ
ンバーム、フェンネルなどの香りが複雑に続きます。しっかりとしたボディで厚
みのある味わい。若いうちからも楽しめ、長期熟成も
可能なチャコリです。

通常価格 3,480 円 →

ナパ・ヴァレー少量生産のプレミアムワインが入荷！
アルファオメガ・ワイナリー スクエアー 2016
ナパ・ヴァレー・ラザフォード地区に2006年設立された高級ブティックワイナ
リー。手掛けるのは世界を代表するワインコンサルタント「ミシェル・ロラン」と
新進気鋭のワインメーカー「ジーン・ホフリガー」2人の醸造家に由来し名付け
た「スクエア」は2の2乗という意。このワインは現地で販売しておらず、この
価格で少量生産を貫く、ボルドー左岸スタイルキュヴェ。非常にバランスよく
リッチな味わいに驚きました。希少性、話題性から大変人気の高いワインで
す。押さえておきたいナパ・ヴァレーの代表作。 8,600 円（税抜）

アメリカ/赤109300419

バイヤーおすすめ！ 日本新入荷！

当店初入荷！

通常価格 3,000 円 →2,800 円（税抜）

ヴィーニャ・コボスは天才醸造家のポール・ホブスがアルゼンチンで造ったワイナリー。「ブラマーレ」とは紀元前のイタリア・ト
スカーナ地方で使われていたエトルリア語で「恋いこがれ切望する」という意味。①90年代の素晴らしいアメリカのシャルド
ネを彷彿とさせるほどの素晴らしい味わいと樽由来のコク。長い余韻とバランスを感じさせるアルゼンチン・シャルドネの最
高峰です！②フレンチオーク＆アメリカンオークで18ヶ月熟成（新樽率19％）。無清澄＆無ろ過。こんなにリッチな味わいのマ
ルベックは初めて！アルゼンチン最高峰のマルベック！



50ｇ/1660円の販売のみです。他のgは
ご用意しておりませんのでご了承ください。

一度は食べて欲しい！本気の食材揃ってます！一度は食べて欲しい！本気の食材揃ってます！
幻の蟹のこだわりの出汁を
存分に味わいつくしてください
FUMET DE CRAB 
①蟹のお出汁洋風 ②蟹のお出汁和風
気仙沼より幻のカニと呼ばれるDeep Sea Red Crabのお出
汁が届きました！高温で焼きつけて旨味を凝縮させた殻付きの
Deep Sea Red Crabを和風だし、洋風出汁の２種のお出汁に
仕上げました。昆布、しいたけなど、和食の出汁として使われる
国産食材を合わせた出汁はお味噌汁や煮物、鍋などにお使い
いただけます。洋風のお出汁はローストオニオン、セロリなどの
香味野菜を合わせて作られています。たった数分で蟹の旨味
たっぷりの本格的な魚介
スープが出来上がります
よ！魚介系のパスタ、グラ
タン、パエリアなど幅広く
アレンジしていただけま
す。是非香ばしい蟹の風
味をご堪能ください。も
ちろん化学調味料・保存
料不使用です。

40g 1,200 円（税抜）

20g 500 円（税抜） 20個入り 9,800 円（税抜）

①304100374 ②304100375

贈り物に１輪のバラを…
いいえ、チョコレートです
ローズチョコ
パリから上流階級のバカンス客を運んだ、オリエ
ント急行の終着駅イスタンブールに90年を超え
る歴史を刻んできたエリート・チコラータ。トルコ
初のチョコレート製菓メーカーが作るとてもお洒
落な１輪のバラを模したチョコレートはいかがで
しょう。茎や葉は食べられないですが、赤い銀紙
に包まれた」バ
ラの花はイン
パクトがありま
すよ。パッケー
ジの後ろには
メッセージが書
けるようになっ
ています。大切
な方への贈り
物に是非お使
いください！

304100226 トルコ

北海道の札幌に工房を持つs a l u m i 
hayashiの鴨スモークです。お肉は鴨の本場
ハンガリー産を使用し、肉の旨味をスモーク
によって最大限に引き出します。しっとりと柔
らかく、ボリュームも大満足ですよ！軽めの赤
ワインとベストマッチです！グリルで軽く炙っ
ておそばにのせたり、千切りの長ネギをごま
油で和えて添えてもおいしいですよ！

大ボリュームでしっとり柔らか！
年末年始にも大活躍の予感です
salumi hayashi
鴨スモーク

304100282 日本

ワインボトルをイメージして作ったので、ぜ
ひパーティーで販売してください！と生産者
様よりサンプルを頂き、試食した時あまりの
美味しさに即当店で扱うことを決めた商品
です。シャインマスカットにとって一番旬の
時期に収穫し、保存料・着色料・砂糖・オイル
を一切使用せず、丁寧に乾燥させ、一粒ず
つ包装しているので、まず開封すると、生の
マスカットのような香りが、毎回楽しめま
す。ドライフルーツとは思えない果実の
ジューシーさも感じられ、最後には口の中に
紅茶を飲んだ後のような余韻さえ残りま
す。自分のご褒美に、ワインに添えて一緒に
贈り物に、手土産品にと、あらゆるシーンで
喜ばれる商品です。一箱にぶどう一房分
（約35粒）が入っております。

ドライフルーツとは思えない！！
高級マスカットを食べてるような、
香りと味わいに驚愕です！！
果実企画・信州星の実
シャインマスカット

304010036 日本

日本

「よいしょ、よいしょ、よいしょ」
掛け声で木槌を振り下ろしてください！
最高におめでたい
チョコレートの詰め合わせです！
鏡開き酒樽
卓上で気軽に鏡開きができる酒樽です。おめでた
い菰樽（こもだる）の中身は日本全国十九の蔵元
の日本酒、焼酎、梅酒のボンボンチョコを二十種
詰め合わせています。も
ちろん鏡開きのための
木槌もセットに含まれ、
蓋にはマグネットがつ
いているため繰り返し
何度でもお使いいただ
けます！中に入っている
小さな桶は720mℓの
容量でちょうど四合瓶
が１本入るサイズです。
是非、お好きなものをい
れてお試しください！！

304100465 日本

LABEYRIE（ラベリ）は、フォアグラの産地で有名なフ
ランス南西部にあるランド県で1946年に設立されて
以来、伝統的な高品質のフォアグラを生産し続けてい
ます。ラベリはランド県の契約農家と共に徹底した家
鴨の管理を行い、自社工場で屠殺から製品の加工ま
で一貫して行っています。ラベリのフォアグラはムース
状にして調味したものをスライスしています。荒く挽い
たホワイトペッパーや指で軽くつぶしたピンクペッ
パーを添えて、バルサ
ミコクリームなどととも
に前菜として。また、バ
ゲットにのせてお召し
上がりください。

パーティーシーズン
欠かすことのできない
ラベリ 
ブロック･フォアグラ スライス

304100128 フランス

どこで、作った牛乳なのか、どうやって飼育された牛
なのか、本当の「おいしさ」とは、そういったお客様の
疑問に即答できるように、原料から容器までほぼ地元
産にこだわって作っている山中牧場さんのプレミアム
発酵バターが当店で販売出来るようになりました！濃
厚なミルクを発酵してバターにすることにより、芳醇
な香りとコク、そしてほのかな酸味が加わるので食べ
飽きない！そしてどこか温もりのある味わいでもありま
す。また缶タイプなので、
発酵バターにしては珍し
い賞味期限の長いのが、
消費者には嬉しい限りで
す♪一缶２００gも入って
いますので、冷蔵庫の常
備品として使用してくだ
さい！

バター好きのお客様に自信をもってお勧めします！
食べれば分かります！本当に美味しい
国産発酵バターが入荷しました！
山中牧場 プレミアム発酵バター

304100376 日本

良質な羊肉の生産者として知られている足寄町の石田めん羊
牧場と当店でも大人気の幸せチーズ工房がタッグを組んで生
まれた希少な羊乳のハードチーズ。羊乳ミルクが一番美味しい
とされる春～夏にかけて搾乳されたミルクを半年以上じっくり
と熟成させて生まれたチーズです。
羊は香りが強いから苦手と思って
いる方にこそ食べてほしいチーズ
です！口の中に溢れる旨味に感動し
ます！こんなに濃厚で旨味が強いの
に、塩味が穏やかで上品なチーズ
が日本でも作られているなんて！と
感動の嵐間違いなしです！年末年始
の「ハレ」の日にとっておきのワイン
と一緒に召し上がってください。ワ
インを十分に引き立ててくれる最
高のチーズです。生産国：日本

完全放牧をモットーに飼育されている生産量
僅かな希少な国産羊乳チーズが入荷しました。
幸せチーズ工房・石田めん羊チーズ

304100410 日本

80g 780 円（税抜）200g 1,384 円（税抜）

約290g 1,530 円（税抜）

①②6g×5 各850 円（税抜）

1,750 円（税抜）

50g 1,660 円（税抜）

冷蔵品

初めて食べた時なんてずるいチーズが世の中にある
んだろうと思ってしまいました。パルミジャーノのよう
なアミノ酸の旨味がしっかりあるのに、脱脂したパサ
パサ感がなく、ゴーダチーズのようなミルクの甘みも
感じますが、どこかコンテチーズのようなナッティーさ
も感じる…。食べる季節によっては、グラナパダーノ
のようなパイナップルの香りもします。そしてその全
貌はどこのホームページにも記載がなく、どう紹介し
ていいか悩みましたが、とにかく美味しいので、チーズ
が得意でない方も食
べれますし、チーズの
有資格者の方は、ぜひ
食べながら製造方法
をあれこれ考えてみて
ください！虜になること
間違い無しです！

旨味・甘味・ナッティーさ全てが味わえる。
凄いチーズが入荷しました。
エクラダルページュ・プリマドンナ

304100373 オランダ 冷蔵品 冷蔵品

冷蔵品 冷蔵品
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2,000 円（税抜）

3,500 円（税抜） 通常価格 12,000 円 →各10,800 円（税抜）

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

①

① ②

持っておいて損は無し！便利な雑貨です！持っておいて損は無し！便利な雑貨です！

1,200 円（税抜）

6,500 円（税抜）

各37,500 円（税抜）
各5,000 円（税抜）

402002251

人気のアニマルコルクホルダー
お座りドッグのつぶらな瞳！
DOGコルクホルダー
頭がプルプル動く仕組みがとってもチャーミ
ングなブリキ製のコルクホルダー。コルクは
たっぷり80個は入ります。お座りしてこちら
を見上げる瞳は「遊んで～。」と、待っている
ようです。耳がぴょんとはねている。デザイ
ンが可愛い過ぎます。

403003179

いよいよ2020年！
FUJIモデルで盛り上がりましょう！
CORKCICILE
キャンティーン 9oz
Japan limited
「BYE BYE Plastic bottles!」
限定コラボモデルやカラー
がどんどん発表されて目
が離せないコークシクル！
ホワイトのボディに富士山
プリントがかっこいい。日
本限定コレクションはギフ
トにも喜ばれそうですね♪
保冷6時間（6度以下）・保
温6時間（70度以上）BPA
＆鉛フリー、3重構造ステン
レス

407001172

これ1つで完結！ワインに必要な物
全て入ったスタイリッシュなワインバッグ
2ボトルトートバッグ
アメリカの人気ワイングッズブランドTRUEより、数量限定
でワイン2本入りボトルバッグが再入荷しました。保冷機能
も付き、真ん中にマジックテープの仕切
りがついていてワインも揺れない、テー
プを外してチーズやビールなどを入れた
り保冷剤を入れれば保冷バッグにもなり
ます。さらに
ワインオープ
ナー、ストッ
パー、グラス
が2個付いて
いるのでこ
れ1つですぐ
に出かけら
れます！

①403002081 ②403002083 ③403002082

ボトルに残ったワインを真空保存！
酸化がほとんど進まない
電動ワインセーバー
DENSO ワインセーバー 
自動車部品メーカーならではのカーエアコンや車載
用小型ポンプの技術が活かされたワインセーバー。
デザインも使用方法もとてもシンプル、付属の栓を
ボトルに差してワインセーバーをかぶせれば自動で
真空化がスタートします。ボトル内の真空度は業界
トップクラスを誇り、LEDライトの点滅で真空度も確
認できる優れもの。栓は酒ボトルにも対応しており、
日本酒にも使用できます。色々なお酒を飲む機会の
多いこの時期に１つあると重宝すること間違いなし！

①花ゴロモ407001791 ②藤マツリ407001792 
③カギヤ407001790 ④コオリ407001793402003473

ユニークな形が美しい
シャンパングラス
オープンナップ
エフェヴァセント 20
アルク インターナショナル社
が独自の新素材Kwarksと
新しいデザインを融合させ
て開発したプレミアム・デー
ブルウェア・ブランド「シェフ
ソムリエ」。ユニークな形のエ
フェヴァセントはシャンパン
やスパークリングワインで使
うと香りがゆっくり優雅に開
いていきます。グラスの膨ら
んでいる部分まで注ぐと、上
部の面積の大きい部分で空
気と触れあい、十分につぼ
んだリムによってアロマが完
全に凝縮されます。

各1,200 円（税抜）

フランス

①402002824 ②402002825

食卓に輝きを添える、
フランス生まれのモダンなお箸
①クリストフル ユニ ルージュ
②クリストフル ユニ ノワール
フランス、シルバーウェアの老舗クリストフルのシ
ルバーと品のあるカラーのコントラストが美しい
お箸。シンプルなスクエアフォルムで持ちやすく
滑りづらい、日本食だけでなく様々なお料理、
シーンでお使いいただけます。ギフトボックス入
りで贈り物にも最適！

フランス ①402002898 ②402002897

静かなる貴婦人
オーストリア産の美しいグラス
ロブマイヤー バレリーナトラベラーⅡ
①ブラック ②レッド
オーストリア王家から愛用された輝かしい歴史、そして高度な職人
の技術で名高いロブマイヤー。魂が込められた作品には、心を惹き
つける佇まいを感じ、静かに向き合いたくなります。旅行先での、そ
の土地の素晴らしいワインをゆっくり味わいたいそんなシチュエー
ションにぴったりなMyワイングラス。持ち運びに便利なケースは黒
又は赤で
す。旅のお
供にお連
れ頂きたい
逸品です。

オーストリア

402003448

お手頃価格の左利きさん用
ソムリエナイフ！
ディアブロ
左利きソムリエナイフ
左利きの方用のカジュアルなイタリア製ソムリエナ
イフ。スクリューが逆回転についていますので、違和
感なくまわす事ができます。左利きの方は多くいる
のに種類が少なかったり廃盤になって
しまうレフトハンドコルクスクリュー。
リーズナブルな価格ですので、初めての
ご購入でも安心ですね。扱い易いダブ
ルフック仕様です。

イタリア 日本

都内で生産されるハンドメイド品！
江戸硝子 うきよシリーズ
令和二年目はついに東京でオリンピックが開催されますね！
“Made in Japan”に、より注目が集まる事間違い無し！そん
なわけで、可愛らしいハンドメイドの盃を仕入れてみました！都
内工場で伝統工芸士監修のもと生産されたハンドメイド江戸
硝子です。江戸の文化を現代風にイメージし、ストーリー性を
持たせて配色してあります。１個ずつ、富士山エンボス入りの
専用紙箱に入っていますので、プチギフトにもぴったりです。

φ67×38×40mℓ／ソーダガラス製

ワイングラス2、ナプキン2、
コルク抜き、ボトルストッパー付き

ステンレス、ABS樹脂

5,500 円（税抜）高さ約34cm

口径56mm（最大径72mm）×234H／容量200cc

長さ24cm 素材クリストフルシルバー、ポリアミド（本体）
グラス：高さ150mm 幅76mm 容量280cc
ケース：高さ162mm 幅100mm クロス付

②
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今欲しい、
スタッフオススメの
商品はコチラ！！

カリフォルニアのロマネ・コンティと呼
ばれるカレラ。衛星を用い、フランス
のロマネ・コンティと同様の石灰質土
壌をカリフォルニアに探し出し、DRC
で働いていた経験から同じクローン
のピノ・ノワールを植樹。今回のロゼ
ワインは、現地でもほとんど入手でき
ない希少ワイン！爽やかでベリー系の
チャーミングな香りの中に、濃密でき
め細かいタンニンと繊細な酸味のバ
ランスはカレラ節！ステンレスタンク
で発酵、熟成しシャープさとフレッ
シュさを表現したロゼなので食事に
もぴったり！今回は限定本数入荷でご
ざいます！

フランス人気ワイン雑誌「ル・メイユー
ル・ヴァン・ド・フランス」にて三ツ星評
価を獲得したダヴィド・デュバン。その
看板銘柄である“オート・コート・ド・ニ
ュイ”がなんと日本限定で60本のみ
入荷！そのうちの僅かを特別に分けて
頂き、年末年始の一番、華やかなシー
ズンに販売させて頂きます！ニュイの
エレガンスと、生産者の特徴である丸
みと華やかさを持ち合わせたピノ・ノ
ワール。大人数が集まる場所で重宝
されるのは間違いなしです！

「メルク」はヘブライ語で「王」の意。
カンティーナ・ジアラのワインの中で
も王様の位置付けなのでこの名前
をつけました。鮮やかなトパーズの
外観。ふくよかなトロピカルフルー
ツの果実香にフリントや甘草などの
香り。ほのかなタンニンが感じられ、
円やかな酸味や優しい果実のエキ
スとともに長く余韻に残ります栽培
はビオディナミ。醸造は除梗後ステ
ンレスタンクにて野生酵母のみを使
い発酵、5-6日間マセラシオン。同
容器内6ヶ月熟成。無清澄＆無濾過
にて瓶詰め。醸造時SO2不使用、瓶
詰め時のみ極少量（20mg/ℓ）添
加。(ブドウ品種：グレコ70％/マル
ヴァジア30％）

当店大人気のチャージャープ
レートの新作はお皿のふちに
丸い玉模様のアクセントが施
されたアンティーク調のプ
レートです。色はあたたかみ
のある風合いの白と赤の２色
でお皿の下に敷くだけで華や
かなテーブルコーディネート
の完成です。　

アルティーガ・フステルは2002年に、
マルティー・ケール氏率いる経験豊富
な少数精鋭のチームによってスペイ
ン・カタルーニャ地方で設立されまし
た。氏は、ニューヨークの高級レストラ
ン「オレオール」でチーフ・ソムリエを
努めるなかで「飲む人のニーズに合っ
たリーズナブルで高品質なワイン造
り」を目指すようになる。このキュヴェ
は、20年の熟成を経た1999年ヴィ
ンテージ。醗酵はステンレスタンク、
熟成はオーク樽にて36か月(フレンチ
オーク50%、アメリカンオーク50%、
新樽比率50%)。その後16,000Lの
樽で熟成13年。ガルナッチャ60%/
カベルネ・ソーヴィニヨン40%

ドイツ、ファルツ地区を代表する生産者
ベッカー。アルザスとの国境に位置し、
畑の一部はフランス領という特異な立
地から、素晴らしいシュペートブルグン
ダーを造る。ブルゴーニュより冷涼な
気候のため、1カ月ほど収穫が遅く甘
味を感じるほど豊富な果実味とミネラ
ルと北の産地ならではの酸に満ちたエ
レガントな味わいが魅力。80%を大
樽、20%を小樽で熟成。「ゴーミヨ｣で8
年連続最優秀赤ワイン賞を受賞したこ
の地を代表する生産者のピノ！

各1,000 円（税抜）

限定24本！

限定6本！

数量限定

9,800 円（税抜）

4,000 円（税抜）

3,300 円（税抜）

ドイツ/赤109104848

イタリア/オレンジ109300432

フランス/赤109300226

直径約33cm 耐熱温度50℃
お皿の下等に敷いてお使いください
直接食品をのせないでください
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通常価格 4,200 円 →3,800 円（税抜）

フリードリッヒ・ベッカー
シュペートブルグンダー 2014

ブルゴーニュの村名クラスレベルの
ドイツのピノ・ノワール！

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 1999

20年もの熟成を経た
1999年ヴィンテージがこの価格！

スペイン/赤

109205450

カレラ セントラル・
コースト・ヴァン・グリ・
ピノ・ノワール 2017

当店初入荷！幻とされるカレラの
心に染み渡るピノ・ロゼ！

アメリカ/ロゼ

ギップスランドで最初に創設された5
つのワイナリーのひとつ。複数の品
種クローンから造られる100％ギッ
プスランドの単一エリア産のワイン
であり、昔ながらの最小介入。手摘み
で収穫、80%は除梗し低温浸漬、ス
モールバッチで野生酵母を用いて発
酵。残りの20％は全房カルボニック
発酵することによりアロマを凝縮。ミ
ディアムボディで縁は赤色。赤いベ
リー系果実の芳香にチェリーの香り
と土のニュアンス。鮮烈なピノ・ノワー
ルの香りが開き、グラスの中で徐々
に変化していきます。ＤＲＣやヴォー
ヌ・ロマネ村を想わせると高い評価を
受けた豪州ピノです。〈ギップスラン
ドワインショー2017ゴールド〉

6,000 円（税抜）

109300308

バス・リバー １８３５
ピノ・ノワール ２０１６

オーストラリア発ピノ・ノワールイベント
「ピノバルーザ東京2018」で
人気No.1獲得！

オーストラリア／赤

ふわっと香るきなこの香りにクルミのほろ苦さがなんとも
絶妙で、ついつい手が止まらなくなってしまうかもしれませ
ん♪コーヒー紅茶はもちろんです
が、抹茶との相性も抜群です。もちろ
んワインとの相性も◎♪クルミの抗
酸化作用ときなこのイソフラボンで
アンチエイジング効果が期待でき
る、バックの中に入れておきたい、小
腹がすいた時やちょっとしたおつま
みが欲しい時に最適の商品です。

304100368

ＴＡＫＥ ＮＵＴＳ・きな粉クルミ

日経なんでもランキングナッツ部門
第3位に輝いた人気商品が
実は当店にもあるんです♪

アメリカ

ソムリエナイフの最高峰、シャトーラギオールは2019年
後半よりオーナーが変わり、新たなスタイルで新発売さ
れています。格段に強化された
軸板は新たな焼入れ工法を採
用、さらに保証内容も強化され、
より長く使える最高の一本に出
会えるようになりました。『伝統
を超えていく究極のクオリティ』
大切な方へのギフトやご自身へ
のご褒美にふさわしい一本で
す！（今までお取り扱いでした
SCIP社製の商品は売り切れ次
第全て廃盤となります）※フック
部へのネーム刻印は従来通り
承っております。別途2,000円
（税抜）を頂戴いたします。

402003463

LIGNE W シャトーラギオール 
グランクリュブラウン

NEWシャトーラギオールデビューしてます！
フランス

①403003185 ②403003184

①チャージャーホワイトアンティーク
②チャージャーレッドアンティーク

新作チャージャープレートが入荷！
おもてなしやパーティーが華やぎます！

新潟県魚沼地方の名産の雪下人参の
ジュースです。収穫した人参を雪の下で
寝かせることによって人参の甘みとうま
みが凝縮します。その甘い人参を贅沢に
すりおろし少量のレモン果汁を加えまし
た。繊維もそのままジュースになっている
ため、グラスから飲む際にその濃さに驚
きますよ！まさに食べるジュースというの
にふさわしいです。繊維が沈んでいるの
で逆さにして上澄みと混ぜてからお召し
上がりください。オイルとビネガーを加え
てドレッシングにしてもおいしいですよ。

304100382

津南高原 無添加 人参ジュース
この濃さはまさに食べるジュース！

日本

カンティーナ・ジアラ
メルク プーリア I.G.T. 2018

プーリア州「王」のオレンジワイン！

ダヴィド・デュバン 
ブルゴーニュ・オート・コート・
ドニュイ・ルージュ ２０１７ マグナム

年末感強し！日本に60本のみ入荷！
人気生産者の代表銘柄のマグナムです！

2,600 円（税抜）

1,000mℓ 940 円（税抜）

40g 240 円（税抜）

35,000 円（税抜）


