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WINE MARKETPARTY
ネットショップ

☟イベント＆フェア情報

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

限定

3本

① ②

③

冷蔵品

全種類10％OFF

※画像が実際の表記と異なる可能性があります。
（IGTソルデラとなったため）

2016年「ワインスペクトラム」でベスト・ワインメーカーに選出されたフランス生まれ
の醸造家ジュリアン・フェイヤールが手掛ける数々のワイナリーの中で、最高レーベル
のアンプラント。単一畑、単一品種で仕立てられるプレミアレンジです。急斜面に位置
するモルズ・ヴィンヤードから厳選したブドウを使用。ゆっくり熟成させることで、奥底
からワインを支える芯の強い味わいになります。理想的な成長をした2013年、程よく
熟成ををしておりますので、間違いなく特別な時間を演出してくれます。アンプラント
=軌跡という意味、ご贈答品にも最適です。

数量限定

アンプラント(フェイヤール・ワインズ)
カベルネ・ソーヴィニョン ラザフォード 2013
アンプラント(フェイヤール・ワインズ)
カベルネ・ソーヴィニョン ラザフォード 2013

アメリカ/赤109301895

注目のブティックワイナリーが送る最高傑作！！
軌跡を振り返るときにはピッタリのワインです。

WINEX/HTTグラス
①ブルゴーニュPluss ②レッドワインPluss ③モンラッシェPluss
WINEX/HTTグラス
①ブルゴーニュPluss ②レッドワインPluss ③モンラッシェPluss

スラリとしたフォルムが魅力の
ハンドメイドグラスHTTがお得になりました！

ハンガリー製のハンドメイドグラス“HTT”の Plussシリーズはマ
イスターの技術を最大限に活かした高品質モデルです。シャン
パーニュ、ホワイト、レッド、の定番の形に加え、ゆったりしたボウ
ルのモンラッシェ、沿ったリムが
可愛らしいブルゴーニュグラス
も人気です。鉛を使わないカリ
クリスタル製の美しいワイング
ラス、嬉しいことに食器洗浄機
も使用可能で飲食店の皆さま
にも高い支持を得ています！年
末だけの特別価格ですので是
非お見逃しなく！※1脚ずつ専
用の化粧箱付き

キャビアリ社 キャビア オシェトラ
フレッシュ 50ｇ
キャビアリ社 キャビア オシェトラ
フレッシュ 50ｇ

年末年始の「ハレ」の日にぴったりな高級品種の
オシェトラを！！ 数量ですが、特別価格でご紹介！
こんな機会滅多にありません！

今回ご紹介するは、世界中のシェフの信頼を得てる高品質な
キャビアのスペシャリストであるキャヴィアリ社のもの。加熱処
理や保存剤は一切使用せずに、魚卵と塩のみで製造されたフ
レッシュキャビアです。キャビアの中でも高級品種のロシアチョ
ウザメから採れるオシェトラは深いコクとヘーゼルナッツの風味
があるのが特徴です。加熱処理を行わないことで、程よい粒感
とキャビアが持つ濃厚でクリーミーな質感を楽しむことができま
す。お気に入りのシャンパー
ニュと合わせて♪フレッシュ
キャビアはなかなか小売店で
は購入できない希少なキャビ
アですので、ぜひこの機会をお
見逃しなく！！

①通常価格 3,600 円 → 3,240 円（税抜）

②通常価格 3,800 円 → 3,420 円（税抜）

③通常価格 3,500 円 → 3,150 円（税抜）

（掲載品は一部です）

2012年末、2007年から2012年までの熟成中のワインのほとんどを流
される、という事件にあったソルデラ。ブルネッロ協会も D. O. C. Gブル
ネッロもやめて、I. G. T. ソルデラとしてのリリース。その背景には前当主
ジャンフランコ氏のサンジョヴェーゼの樹から収穫されたブドウだけをつ
かって偉大なワインを造るという強い信念があったから。天然酵母によ
る発酵、精妙な香りが立ち上り、濃さではなく、奥行きで訴えかけるワイ
ン。豊かな広がり、ボリュームを持ちながら、軽やかさをも感じさせ、どこ
までも優雅で、圧倒的な存在感を放つ特別なワイン。

ブルゴーニュ最古の畑とされる、1141年にタール＝ル＝オー修道院傘下の修道女たちに設
立され、それ以来世界中のワインラヴァーたちを魅了してきたブルゴーニュを代表する特級
畑です。今回は近年さらに評価を高め、ジュヴレ村、シャンボール村とは異なる唯一無二の力
強さと包容力を兼ね備えた味わい…。熟した黒系果実の色調も見え隠れし、独自の複雑性を
保っている。蔵元も納得の出来となった2017年ヴィンテージ。ぜひお見逃しなく！

Vol.952020

65,000 円（税抜）

50,000 円（税抜）

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

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

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

クロ・ド・タール 2017クロ・ド・タール 2017

フランス304100900

ハンガリー①402003404 ②402002980 ③402003402

フランス/赤109302956

蔵元も納得のヴィンテージ！
当店がイチオシするグラン・クリュ"クロ・ド・タール"

    

カーゼ・バッセ 
ソルデラ トスカーナ I.G.T. 2015
カーゼ・バッセ 
ソルデラ トスカーナ I.G.T. 2015

イタリア/赤109303088

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

あの事件後に造られたソルデラ・・・前当主の想いをのせて。

    

通常価格 100,000 円 →90,000 円（税抜）

通常価格 12,800 円 →12,000 円（税抜）

今年も「お得」な福袋揃えました！
数量限定、お見逃しなく！

年末年始営業時間
休業のお知らせ

12/18（金）～12/30（水）11：00～20：00
延長営業しております！
12/31（木）10：00～18：00
1/1（金） 休業
1/2（土） 休業
1/3（日） 通常営業 11：00～19：30

1



昨年、一昨年と二年連続一番最初に完売となったヨーロッパの主要3ヶ国、フラン
ス・イタリア・スペインの赤ワイン3本セットです。「ワインはやっぱりヨーロッパの赤
に限る！」という方にオススメです。

冷蔵品

無くなり次第終了です

通常価格 27,200 円 →18,000 円（税抜） 通常価格 54,780 円 →49,800 円（税抜）

冬の季節を華やかに飾るのはやっぱりシャンパーニュ！当店でも
人気上位に君臨するシャンパンの貴婦人「TAITTINGER」。
そのテタンジェのトップキュヴェ「コント・ド・シャンパーニュ
2007」を楽しめる特別セットを作りました！
シャンパンだけの特別価格ではせっかく色々揃うWINE 
MARKET PARTYのユニークさが伝わらない！！というわけで
4,200円相当の雑貨を、、23,000円相当のコント・ド・シャン
パーニュにプラス！寒い冬ですが、シャンパンはほどよく冷やし、
おうちを温かくし楽しい時間を過ごしてくださいね。
冬雑貨は開けてからのお楽しみ～！
冬の食卓で活躍すること間違いなしの便利アイテムです。

今年もやります！創業２６周年記念！
６本で２６万円福袋！

去年一瞬で売り切れてしまった高額フランス福袋。
今年も前回の大目玉であった生産者の特級畑シャンベルタン2017年とジョル
ジュ・ルーミエ、ジュラからは幻と称されるミロワール、ローヌは伝説アンリ・ボノーも
入っています。
ぜひご検討くださいませ

創業２６周年記念福袋
６本セットで２６万円!

年末年始限定！
お買い得なシャンパーニュ３本セットで１万500円！

シャンパーニュ好き問わず、これはGETしたい注目福袋！
今の日本の市場には安くて美味しいシャンパーニュが増えています！
あまり尖った味わいのシャンパーニュではなく、
様々なお料理に合う味わいをセレクト！
限定３０セットお見逃しなく

シャンパーニュ
3本セットで1万500円福袋！

欧州3か国のとってもお得な赤ワイン3本セット！
【2021年福袋】
3本3,000円 福袋A
欧州3か国
赤･赤･赤 3本セット

柔らかくジューシーな赤ワインと年末年始にシャンパーニュは外せない方必見！今
回初企画としてフランス・ワインの魅力をお伝えするために作られた福袋です！ブル
ゴーニュ派もちろん村名ワインをご用意！濃い赤ワインも重すぎず、お食事になじみ
やすいワインを集めました！３０セット限定、ぜひこちらご検討下さい！

福を呼ぶイタリアDOCGセット！

イタリアワインを語る上で欠かせないDOCG銘柄のワイン！イタリアワインの格付
けで最上位の等級となり、現在76銘柄あります。2009年にDOCとDOCGを
「DOP」とまとめることになりましたが、従来通りDOCGやDOCと表記しても問題
ありません。今回の福袋はあのピエモンテ州のDOCGも入れちゃいました！
36セット限定ですので、お早めに！

イタリアDOCG福袋6,000円
イタリアの王道DOCGが
2本入った赤ワインセット！フランス シャンパーニュ・ブル赤・

濃赤 3本セット 15,000円福袋！

25,000 円相当 →特別価格18,000 円（税抜）

13,200 円相当 →特別価格 10,000 円（税抜）

15,000 円相当 →特別価格13,000 円（税抜）

18,000 円相当 →特別価格 12,000 円（税抜）

特別価格 6,000 円（税抜）8,400 円相当 →

15,000 円相当 →特別価格 10,500 円（税抜）ASK →特別価格 260,000 円（税抜）

5,500 円相当 →特別価格 3,000 円（税抜）

109303069

109303070 フランス

フランス イタリア/赤・赤

イタリア/赤・赤

109303068 フランス/シャンパーニュ

109303062

日本304100896

109303063

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。この福袋、本当にオススメ！です。

イタリア王道トスカーナ
赤・赤2本セット福袋10,000円
「スーパータスカン」が入った
イタリア2本セット！

カリフォルニアといえばナパ・ヴァレー、ソノマ・ヴァレー。2020年は未曾有の大火
災に見舞われました。今回は生産者の応援も込めて、ナパ2本、ソノマ1本、計3本
で、おすすめの芳醇な赤ワインをセットにしました。福袋ながら毎年大晦日前には売
り切れてしまう人気です。売り切れの際は申し訳ございません。。。

アメリカ3本セット（赤赤赤）
福袋12,000円 バイヤーおすすめ、
ナパ・ソノマ“芳醇”赤ワイン3本セット！

濃厚で力強く、芳醇な香りとフルボディのワインがお好きな方に！
ナパ・ソノマの本当にオススメのワインを集めました。

109303072 アメリカ/赤・赤・赤

109303042 オーストラリア109303073 アメリカ/白・赤・赤

セットができたとき我ながら「凄いセットになった・・・」
と思いました。カリフォルニアの超一流生産者のみです。

人気、実力ともに高い水準を誇る生産者は多くありませんが、こちらのセットは揃え
たバイヤー自身が欲しくなるくらい、良いセットになりました。ソノマのシャルドネ、
ピノ・ノワールの銘醸地、若手生産者が尊敬する生産者のブレンド赤、カリフォルニ
アワインファンだったら誰もが知る3本です！こちらは24セット限定、是非お試しくだ
さいませ。

アメリカ3本セット（赤赤白）
福袋18,000円
一流生産者が集まったシャルドネ・
ピノ・ノワール・ブレンド赤・3本セット！

109303245109303048

109303049

フランス・イタリア・スペイン

109303075 アメリカ・オーストラリア/赤・赤・赤

ニューワールドのお得な濃厚赤ワイン3本セット！

冬には重たさのある赤ワインが最高ですよね。このセットは濃厚で力強いワインが
お好きな方におすすめのニューワールド赤ワイン3本セットです。
おうち飲みワインに是非お試しくださいませ。

【2021年福袋】
3本3,000円 福袋C
赤・赤・赤 3本セット

8,700 円相当 →特別価格 5,000 円（税抜）

5,000 円相当 →特別価格 4,000 円（税抜）

欧州3か国のちょっと贅沢なお勧めワイン3本セット！

今年初登場！ヨーロッパ主要3ヶ国の白・赤・赤の3本セットとなります。フランスの
白、イタリアの赤、スペインの赤と好バランスのちょっと贅沢なセット。
家飲み用としてはもちろん、新年の挨拶などの手土産としてもピッタリ！

【2021年福袋】
3本5,000円 福袋D
白･赤･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・オーストラリア/泡・白・赤

フランス・イタリア・スペイン

主要3か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！

【2021年福袋】
3本3,000円 福袋B
仏伊豪
泡・白・赤 3本セット

開けてからのお楽しみ！
大人気ルーシー・マルゴーのワインが1本入っています！

当店で絶大なる人気を誇る生産者”ルーシー・マルゴー”。
希少なためになかなか見かけないワインですが、こちらの福袋にはそんなルーシー・
マルゴーのワインと、同じく人気な”ショブルック・ワインズ”のプールサイド2017＆
2019が入ったプレミアム福袋です。

ルーシー・マルゴー＆
ショブルック・プールサイド・
福袋３本セット

今年は思うように行動できなくて、歯がゆい生活が続いた年でした。
年末くらいは、美味しいものを食べてほしい！！そんな思いでご用意しました！
入手困難の代表チーズ「雪花」レアチーズケーキのようなチーズにドライフルーツをたっぷりまぶしたデザートのような味わい。
「椛」世界大会で何度も受賞しているその味わいはカラスミを連想する旨味と長い余韻♪「ゴーダクラッシュ」大量生産タイプとは
違い、しっかり外皮を育ててつくるので、さっぱりしているのに、余韻が長い味わい。
「カマンベール」食べるタイミングで味わいが違うので、癖が苦手なかたは、お早めに♪さっぱり食べれますよ。
癖あり好きは賞味ギリギリまで寝かせてください！

「良いお年を」過ごしてほしい！
そんな思いを込めて入手困難なニセコチーズ工房さんのチーズをスペシャルプライスで！！
この価格は二度と出来ません！

2021 ニセコチーズ工房 スペシャルチーズセット

※福袋の販売は12月26日より行っております。

初企画！
シャンパーニュ・ブルゴーニュ赤・
南仏濃い赤の３本セットで１万５０００円!

コントドシャンパーニュ2007が
この価格！&ほっこり冬の雑貨セット

109303100 フランス

WINE MARKET
シャンパーニュお楽しみセット
WINE MARKET
シャンパーニュお楽しみセット

夏に発売されたこちらの機種は、幅34.5㎝のコンパクト
サイズ、上下違う温度で使用できて置き場所も選ばず
普段の生活に取り入れやすいサイズ感で初めてご購入
される方や買い替え、2台目にと需要も幅広くとても使
い勝手の良いところが人気の理由でしょう。上段、下段
で白、赤それぞれの貯蔵温度にしたり熟成用、または産
地や銘柄別に分けたりと、考えるだけでもワクワクして
しまいますね。
2021年こそは初めてのワインセラーを！とご検討中の
方にもお薦めです。

フォルスター FJH-56GD 2温度帯
18本入り(ブラック）

501000573 中国

2020年ワインセラーランキング1位は
フォルスター18本入りの2温度帯！
2020年ワインセラーランキング1位は
フォルスター18本入りの2温度帯！

ラベルにヨレのあるアウトレット商品になります。ご了承くださいませ。 幅345×480×830、23ｋｇ

20,000 円相当 →特別価格 15,000 円（税抜）

6,000 円相当 →特別価格 3,000 円（税抜）

優待券・ポイント除外

優待券・ポイント除外

優待券・ポイント除外

優待券・ポイント除外

年末
年始
年末
年始福袋福袋

2 3

2021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！！

優待券・ポイント除外

優待券・ポイント除外

優待券・ポイント除外 優待券・ポイント除外

優待券・ポイント除外

優待券・ポイント除外

優待券・ポイント除外

優待券・ポイント除外

優待券・ポイント除外

優待券・ポイント除外優待券・ポイント除外

限定
30セット 限定

50セット
限定
50セット

限定
50セット

限定
5セット

限定
50セット

限定
30セット

限定
36セット

限定
36セット

限定
36セット

限定
24セット

限定
6セット

限定
1セット

限定
70セット



昨年、一昨年と二年連続一番最初に完売となったヨーロッパの主要3ヶ国、フラン
ス・イタリア・スペインの赤ワイン3本セットです。「ワインはやっぱりヨーロッパの赤
に限る！」という方にオススメです。

冷蔵品

無くなり次第終了です

通常価格 27,200 円 →18,000 円（税抜） 通常価格 54,780 円 →49,800 円（税抜）

冬の季節を華やかに飾るのはやっぱりシャンパーニュ！当店でも
人気上位に君臨するシャンパンの貴婦人「TAITTINGER」。
そのテタンジェのトップキュヴェ「コント・ド・シャンパーニュ
2007」を楽しめる特別セットを作りました！
シャンパンだけの特別価格ではせっかく色々揃うWINE 
MARKET PARTYのユニークさが伝わらない！！というわけで
4,200円相当の雑貨を、、23,000円相当のコント・ド・シャン
パーニュにプラス！寒い冬ですが、シャンパンはほどよく冷やし、
おうちを温かくし楽しい時間を過ごしてくださいね。
冬雑貨は開けてからのお楽しみ～！
冬の食卓で活躍すること間違いなしの便利アイテムです。

今年もやります！創業２６周年記念！
６本で２６万円福袋！

去年一瞬で売り切れてしまった高額フランス福袋。
今年も前回の大目玉であった生産者の特級畑シャンベルタン2017年とジョル
ジュ・ルーミエ、ジュラからは幻と称されるミロワール、ローヌは伝説アンリ・ボノーも
入っています。
ぜひご検討くださいませ

創業２６周年記念福袋
６本セットで２６万円!

年末年始限定！
お買い得なシャンパーニュ３本セットで１万500円！

シャンパーニュ好き問わず、これはGETしたい注目福袋！
今の日本の市場には安くて美味しいシャンパーニュが増えています！
あまり尖った味わいのシャンパーニュではなく、
様々なお料理に合う味わいをセレクト！
限定３０セットお見逃しなく

シャンパーニュ
3本セットで1万500円福袋！

欧州3か国のとってもお得な赤ワイン3本セット！
【2021年福袋】
3本3,000円 福袋A
欧州3か国
赤･赤･赤 3本セット

柔らかくジューシーな赤ワインと年末年始にシャンパーニュは外せない方必見！今
回初企画としてフランス・ワインの魅力をお伝えするために作られた福袋です！ブル
ゴーニュ派もちろん村名ワインをご用意！濃い赤ワインも重すぎず、お食事になじみ
やすいワインを集めました！３０セット限定、ぜひこちらご検討下さい！

福を呼ぶイタリアDOCGセット！

イタリアワインを語る上で欠かせないDOCG銘柄のワイン！イタリアワインの格付
けで最上位の等級となり、現在76銘柄あります。2009年にDOCとDOCGを
「DOP」とまとめることになりましたが、従来通りDOCGやDOCと表記しても問題
ありません。今回の福袋はあのピエモンテ州のDOCGも入れちゃいました！
36セット限定ですので、お早めに！

イタリアDOCG福袋6,000円
イタリアの王道DOCGが
2本入った赤ワインセット！フランス シャンパーニュ・ブル赤・

濃赤 3本セット 15,000円福袋！

25,000 円相当 →特別価格18,000 円（税抜）

13,200 円相当 →特別価格 10,000 円（税抜）

15,000 円相当 →特別価格13,000 円（税抜）

18,000 円相当 →特別価格 12,000 円（税抜）

特別価格 6,000 円（税抜）8,400 円相当 →

15,000 円相当 →特別価格 10,500 円（税抜）ASK →特別価格 260,000 円（税抜）

5,500 円相当 →特別価格 3,000 円（税抜）

109303069

109303070 フランス

フランス イタリア/赤・赤

イタリア/赤・赤

109303068 フランス/シャンパーニュ

109303062

日本304100896

109303063

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。この福袋、本当にオススメ！です。

イタリア王道トスカーナ
赤・赤2本セット福袋10,000円
「スーパータスカン」が入った
イタリア2本セット！

カリフォルニアといえばナパ・ヴァレー、ソノマ・ヴァレー。2020年は未曾有の大火
災に見舞われました。今回は生産者の応援も込めて、ナパ2本、ソノマ1本、計3本
で、おすすめの芳醇な赤ワインをセットにしました。福袋ながら毎年大晦日前には売
り切れてしまう人気です。売り切れの際は申し訳ございません。。。

アメリカ3本セット（赤赤赤）
福袋12,000円 バイヤーおすすめ、
ナパ・ソノマ“芳醇”赤ワイン3本セット！

濃厚で力強く、芳醇な香りとフルボディのワインがお好きな方に！
ナパ・ソノマの本当にオススメのワインを集めました。

109303072 アメリカ/赤・赤・赤

109303042 オーストラリア109303073 アメリカ/白・赤・赤

セットができたとき我ながら「凄いセットになった・・・」
と思いました。カリフォルニアの超一流生産者のみです。

人気、実力ともに高い水準を誇る生産者は多くありませんが、こちらのセットは揃え
たバイヤー自身が欲しくなるくらい、良いセットになりました。ソノマのシャルドネ、
ピノ・ノワールの銘醸地、若手生産者が尊敬する生産者のブレンド赤、カリフォルニ
アワインファンだったら誰もが知る3本です！こちらは24セット限定、是非お試しくだ
さいませ。

アメリカ3本セット（赤赤白）
福袋18,000円
一流生産者が集まったシャルドネ・
ピノ・ノワール・ブレンド赤・3本セット！

109303245109303048

109303049

フランス・イタリア・スペイン

109303075 アメリカ・オーストラリア/赤・赤・赤

ニューワールドのお得な濃厚赤ワイン3本セット！

冬には重たさのある赤ワインが最高ですよね。このセットは濃厚で力強いワインが
お好きな方におすすめのニューワールド赤ワイン3本セットです。
おうち飲みワインに是非お試しくださいませ。

【2021年福袋】
3本3,000円 福袋C
赤・赤・赤 3本セット

8,700 円相当 →特別価格 5,000 円（税抜）

5,000 円相当 →特別価格 4,000 円（税抜）

欧州3か国のちょっと贅沢なお勧めワイン3本セット！

今年初登場！ヨーロッパ主要3ヶ国の白・赤・赤の3本セットとなります。フランスの
白、イタリアの赤、スペインの赤と好バランスのちょっと贅沢なセット。
家飲み用としてはもちろん、新年の挨拶などの手土産としてもピッタリ！

【2021年福袋】
3本5,000円 福袋D
白･赤･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・オーストラリア/泡・白・赤

フランス・イタリア・スペイン

主要3か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！

【2021年福袋】
3本3,000円 福袋B
仏伊豪
泡・白・赤 3本セット

開けてからのお楽しみ！
大人気ルーシー・マルゴーのワインが1本入っています！

当店で絶大なる人気を誇る生産者”ルーシー・マルゴー”。
希少なためになかなか見かけないワインですが、こちらの福袋にはそんなルーシー・
マルゴーのワインと、同じく人気な”ショブルック・ワインズ”のプールサイド2017＆
2019が入ったプレミアム福袋です。

ルーシー・マルゴー＆
ショブルック・プールサイド・
福袋３本セット

今年は思うように行動できなくて、歯がゆい生活が続いた年でした。
年末くらいは、美味しいものを食べてほしい！！そんな思いでご用意しました！
入手困難の代表チーズ「雪花」レアチーズケーキのようなチーズにドライフルーツをたっぷりまぶしたデザートのような味わい。
「椛」世界大会で何度も受賞しているその味わいはカラスミを連想する旨味と長い余韻♪「ゴーダクラッシュ」大量生産タイプとは
違い、しっかり外皮を育ててつくるので、さっぱりしているのに、余韻が長い味わい。
「カマンベール」食べるタイミングで味わいが違うので、癖が苦手なかたは、お早めに♪さっぱり食べれますよ。
癖あり好きは賞味ギリギリまで寝かせてください！

「良いお年を」過ごしてほしい！
そんな思いを込めて入手困難なニセコチーズ工房さんのチーズをスペシャルプライスで！！
この価格は二度と出来ません！

2021 ニセコチーズ工房 スペシャルチーズセット

※福袋の販売は12月26日より行っております。

初企画！
シャンパーニュ・ブルゴーニュ赤・
南仏濃い赤の３本セットで１万５０００円!

コントドシャンパーニュ2007が
この価格！&ほっこり冬の雑貨セット

109303100 フランス

WINE MARKET
シャンパーニュお楽しみセット
WINE MARKET
シャンパーニュお楽しみセット

夏に発売されたこちらの機種は、幅34.5㎝のコンパクト
サイズ、上下違う温度で使用できて置き場所も選ばず
普段の生活に取り入れやすいサイズ感で初めてご購入
される方や買い替え、2台目にと需要も幅広くとても使
い勝手の良いところが人気の理由でしょう。上段、下段
で白、赤それぞれの貯蔵温度にしたり熟成用、または産
地や銘柄別に分けたりと、考えるだけでもワクワクして
しまいますね。
2021年こそは初めてのワインセラーを！とご検討中の
方にもお薦めです。

フォルスター FJH-56GD 2温度帯
18本入り(ブラック）

501000573 中国

2020年ワインセラーランキング1位は
フォルスター18本入りの2温度帯！
2020年ワインセラーランキング1位は
フォルスター18本入りの2温度帯！

ラベルにヨレのあるアウトレット商品になります。ご了承くださいませ。 幅345×480×830、23ｋｇ

20,000 円相当 →特別価格 15,000 円（税抜）

6,000 円相当 →特別価格 3,000 円（税抜）

優待券・ポイント除外

優待券・ポイント除外

優待券・ポイント除外

優待券・ポイント除外

年末
年始
年末
年始福袋福袋

2 3

2021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！！

優待券・ポイント除外

優待券・ポイント除外

優待券・ポイント除外 優待券・ポイント除外

優待券・ポイント除外

優待券・ポイント除外

優待券・ポイント除外

優待券・ポイント除外

優待券・ポイント除外

優待券・ポイント除外優待券・ポイント除外

限定
30セット 限定

50セット
限定
50セット

限定
50セット

限定
5セット

限定
50セット

限定
30セット

限定
36セット

限定
36セット

限定
36セット

限定
24セット

限定
6セット

限定
1セット

限定
70セット



通常価格 9,000 円 →

スペイン/①赤・②白①109301408  ②109301409① ②

コステルス・デル・シオ ラ・ボスカナ
①ティント 2018 ②ブランコ 2018
ワイナリーはピレネー山脈にほど近い、カタルーニャにあるD.O.コステルス・デル・セグレに位
置。美しくのどかな農場の中に約80Haのブドウ畑を有しており、完全な生態系が守られた中で
健全なブドウが造られています。①チョコレートや黒系果実、バニラの香り。ふくよかな果実味に
柔らかいタンニンが溶け込んでいて余韻は長め。お肉料理やお米料理はもちろんのこと、シ

チューなどの煮込み料理とも好相性。②香り高く、黄桃やアンズ、トロピカルフルーツや花の香りも。心地よい酸とボリュー
ム感が好バランス。魚介類やスモークした料理、スー
プ、フレッシュチーズなどの軽めの料理とも好相性。

4

フランス/白

フランス/白109302582

感動するシャルドネはもう飽きた！
革新的な熟成ソーヴィニヨン・ブラン！
アンリ・ブルジョワ サンセールダンタン 2012
ロワール地区、最高峰のサンセールの生産者と評される帝王ドメーヌ・アンリ・
ブルジョワ。樹齢65年以上の古樹から35hl/haという低収量を人の手のみ
で収穫し、樽にて発酵を行います。豊満な果実や蜂蜜の香りに滑らかなミネ
ラルが溶け合い、この品種のポテンシャルを十二分に発揮しています！バック
ビンテージなので数量限定、ぜひお試しください！

109302783

2018年も素晴らしい出来栄え！本拠地サン・ロマンもやっぱり美味しい！
ドメーヌ・ド・シャソルネイ 
サン・ロマン コンブ・バサン 2018
ブルゴーニュのワインを飲み尽くしたと豪語し、一代で自然派ワインのトップ
生産者まで登り詰めたフレデリック・コサール。今年は入荷が遅れ、秋のリ
リースとなったが。この年から地球環境に考慮し、新樽の使用をやめ、ジョー
ジア産のクヴェヴリという土性の甕でもワイン作りを開始するなど目が離せ
ない！本拠地かつ人気銘柄である名刺代わりの一本でもあるサン・ロマン・コ
ンブ・バサンが今年も入荷！2018年は良く熟し、味わ
いに蜜を感じるハイクオリティ！ぜひお試しください！

フランス/①白・②赤①109108718  ②109303239

① ② またまた見つけた！美味しい千円台前半ワイン！
ピュアでフルーティーですよ～！
ジョセフ・ロッシュ
①シャルドネ ②カベルネ・ソーヴィニョン
当店でも人気が高く、良心的な価格と真面目なワイン作りに高い定評のある生産者から2本を
ご紹介！ブルゴーニュに1832年創立し、ブドウは南仏のブドウを使用。低価格をキープしている
が、フィルターにかけることでワインに薬品を極力入れないワイン作りをしている。その品質に試
飲して驚きました！ピュアでジューシーなパッション・フルーツ、ドライパイナップルを連想させるふ

くよかで綺麗なシャルドネと熟した果実やカシス香と仄かに野菜、程よい渋みを連想させ
るカベルネ・ソーヴィニョン！本当に千円台!?毎日飲みたくなる魅惑のデイリーワインです！ 各1,200 円（税抜）

フランス/赤109302465

ピノ・ノワールと間違るシャサーニュ村を代表する作り手の
パストゥグランが美味い！
フォンテーヌ・ガニャール 
ブルゴーニュ・パストゥグラン 2018
今年の個人的大ヒットブルゴーニュ！フォンテーヌ・ガニャールのパストゥグランが今美
味しい！1985年の老舗であり特級畑モンラッシェをも所有する名家でもあります。畑
はシャサーニュ・モンラッシェの東になる区画を使用。樹齢は約45年と安定していま
す。ピノノワールとガメイの比率は50％ずつ。フレッシュさとピュアな果実を味わうた
め、すべて旧樽で熟成させています。2018年はフルー
ティーでチャーミングな味わいが人気！ぜひお見逃しなく！！

8,500 円（税抜）

イタリア/赤

品種個性もしっかり出たまさに「お値打ちな極上ワイン」！
レッチャイア　
ロッソ・ディ・モンタルチーノ D.O.C. 2016

109303086

醸造責任者のピエトロ・リヴェッラは、ブルネッロのスペシャリスト。長年バン
フィで醸造責任者を務め、現在はブルネッロ協会の会長である兄のエツィオ・リ
ヴェッラ同様、モンタルチーノのワインを黎明期から牽引してきた人物。様々な
ベリー系果実やミネラルの香り。サンジョヴェーゼ・グロッソの魅力をシンプル
に親しみやすく表現した味わいは、クラシックでナチュラル、自然体で飲めるス
タイル！スラヴォニア・オークの木樽6ヶ月以上熟成。 2,800 円（税抜）

2,900 円（税抜）6,850 円（税抜）

今年も約25種類が入荷しました！

ピュアで綺麗なデイリーワインをまた見つけました！

フランス/白泡109303004

シャンパンとグラスが二脚でこの値段！？
ギフトだけでなくご自宅用にも！
ペリエ・ジュエ グラン・ブリュット 
グラス2脚セット エコロジカル
ギフト ボックス

ベル・エポックをはじめ、華やかで官能的なシャンパーニュを世に排出し続けるペリエ・ジュエから、新たな
ギフトボックスが届きました！サスティナブルを実現した100％再生可能なこのギフトボックスは、ブドウ畑
の白亜の地層のイメージ！美しいグラスが二個ついているため、ギフトにも最適
です！世界中が愛してやまないペリエ・ジュエ、これを機に是非お試しください！ 8,500 円（税抜）

美しいパッケージからは想像もできないコストパフォーマンス！

フレッシュ＆チャーミングなブルゴーニュ！

ちょっとしたワイン会に度肝を抜くSBを！

イタリア/赤109302949

さらなる熟成も期待大！2015年のモンサントが凄い！
カステッロ・ディ・モンサント　
キャンティ・クラッシコ D.O.C.G. リゼルヴァ 2015
カステッロ・ディ・モンサントの歴史はアルド・ビアンキが1961年フィレンツェとシ
エナの間にある土地と城館を買い取ったことに始まります。通常のクラッシコが
12カ月間の大樽熟成を経るのと比べ、リゼルヴァは小樽で18カ月間の熟成がな
されます。キャンティを知るにはやはり「モンサント」！イタリアで知らぬ人はいない
老舗ワイナリーであり、素朴な味わいはワインファンの心を掴んではなしません。
【ワインスペクター94点】【ジェームスサックリング96点】 4,700 円（税抜）

イタリア/白泡

生産量もごくわずか！これが最高のプロセッコ！
レ・マンザーネ コネリアーノ ヴァルドッビアデネ
プロセッコ スペリオーレ D.O.C.G.

109302952

当店ベストセラーのプロセッコが久しぶりの入荷です！今やすっかり日本でもおなじみになったレ・
マンザーネ！DOCG地域の減農薬の自社葡萄100％。オーナー・エルネスト氏が日本向けに出荷
ごとにタンクからボトリングをしてくれているため、日本に輸入されているどんなプロセッコより鮮
度が抜群！新鮮なグレラ（プロセッコ種）の柑橘系オレンジの風味に、白い花の香り、爽やかな泡立
ちと噛み締めるようなフルーティさがたまりません！乾杯だけでなくお食事を通して楽しめます！一
度は試して頂きたい、アペリティーヴォ
に欠かせない最高のプロセッコです！ 2,280 円（税抜）

イタリア/白109106610

凝縮感がずば抜けた！イタリア旨味系自然派白ワイン！
カッシーナ・デッリ・ウリヴィ ベロッティ・ビアンコ 2019
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は珍しい！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。2018年は涼しく、色合いが淡い。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！ 2,450 円（税抜）

スペイン/赤109303030

環境に配慮した美味しくてサスティナブルなワイン！ しなやかさと上品さを兼ね備えた好バランスの赤&白！
マルケス・デ・テラン ベルスム 2014
環境に配慮した最新の醸造所、醸造設備でワイン造りを行っており、地熱エネルギーを利
用したシステムを導入しCO2排出量80%削減に成功。ブドウの質の良さがストレートに表
現された優美なワインは、ミシュラン3つ星「アルサック」をはじめスペイン全土で1000店
舗以上のレストランでオンリスト。平均樹齢35年、手摘みで収穫されたブドウは、全て重力
にしたがって移動、選果、除梗作業を行っています。力強いアロマと赤系、黒系の完熟した
果実味。花の香りやクリーミーな樽香も心地よく、バランスの良いワインです。赤身肉のグ
リルや豆の煮込み料理、熟成した
チーズなどとの相性が特に良し。 3,200 円（税抜）

果実味と酸のバランスが抜群のルエダ産ヴェルデホ！
デ・アルベルト ヴェルデホ・エコロジコ 2018
1949年創業以来、家族5代に渡ってワイナリーの継続と品質向上に努めてきた。ルエダとカ
スティーヨ・イ・レオンでワインを生産するほか、今ではその手間を惜しんでほとんどの生産者
が生産を断念したルエダ版シェリーとも言える「ドラド」の生産を伝統的な製法で生産し続けて
いる唯一の生産者でもあります。夜の間にブドウを収穫し、8時間以内にプレス。ステンレスタ
ンクで発酵、その後12ヶ月熟成。彼らの所有する樹齢の高いヴェルデホのみで造られるワイ
ン。光り輝くイエロー、トロピカルフルーツの熟した甘い香りや若草の香りが強烈に立ち上がり
ます。厚みがあり、果実味と酸のバラン
スがとても良く、余韻は長め。 2,700 円（税抜）

スペイン/白109303031

通常価格 3,000 円 →

通常価格 2,700 円 →

通常価格 2,700 円 →

通常価格 3,600 円 → 通常価格 各2,400 円 → 各2,200 円（税抜）



アメリカ/白

幻とも言える「ピーター・マイケル」のソーヴィニヨン・ブラン！
ピーター・マイケル “ラプレ・ミディ” 
ソーヴィニヨン・ブラン 2013
1983年にソノマの北にあるナイツ・ヴァレーに設立されたワイナリー。今では、本国
でもなかなか手に入らない大人気の生産者です。初代当主のピーター・マイケルは、
父親の影響でワインに魅せられ、いつか自身でワインを造りたいとの思いを実現され
ました。ヘレン・ターリー、マーク・オベールなど、数々のトップ醸造家を輩出している、
業界を牽引する存在でもあります。高い評価を得るソーヴィニヨン・ブランはパッショ
ンフルーツや白桃のアロマがたっぷり、強いミネラルの
背景が熟成により、まろやかになっています。

5

13,500 円（税抜）

ドイツ/泡白

限定12本！

数量限定

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由来します。ラベルには開拓時代
かの手作りの釘が描かれています、2013年はカリフォルルニア全土で素晴らしいブドウが
採れたヴィンテージ。非常にバランスの良い味わいです。カリフォルニアらしい果実味があ
りつつも、すっと体に溶け込んでいくような飲み心地、ソルティーなミネラルは健在ですの
で、焼き鳥などの日本料理にも合わ
せられる汎用性の高いワインです。

クオリティとプライスのバランスが取れたブランドとして、ダックホーングループが手掛けま
す。ラザフォード、ヨントヴィル、アトラス・ピーク、スタッグス・リープ、セント・ヘレナの自社畑
及び契約畑のブドウを使用。仏樽で14か月熟成(新樽40％)、黒系果実の芳醇な香りと、エ
ネルギー溢れる樽由来のリッチな風味、凝縮感があり甘美でジューシーなフィニッシュに繋
がるふくよかな味わいです。2018VTG初リリースのデコイ上級
キュヴェです。最新のナパ・ヴァレーカベルネでおすすめの一本。

オーストラリアのピノ・グリのパイオニアであるキャサリン・クイーリーとケヴィ
ン・マカーシーが、モーニングトン・ペニンシュラの冷涼な気候がピノ・グリの
栽培に最適であると気づき、常に新しいものを求める消費者に向けてワイン
を造るべく、ティー・ガラント・ワインを設立しました。非常に明るく、紫がかった
紅色。 とても香り豊かなブーケが新鮮で溌剌とした味わいへと誘い、そのす
べてが夏のピノ・ノワールを表現しています。

デコイがナパに帰ってきた！上級キュヴェ初リリース！
“デコイ・リミテッド” 
カベルネ・ソーヴィニヨン ナパ・ヴァレー 2018

4,800 円（税抜）

アメリカ/赤

オーストラリア/赤

フィル・セクストンと醸造家のスティーブ・フラムスティードにより2002年に創
業されたワイナリー。ワイナリー名はモダンジャズのジョンコルトレーンのア
ルバム名に由来。このキュヴェは40%全房発酵のスパイシーな味わいが特
徴。ラズベリー、レッドチェリー、太いがしなやかなタンニン。複雑性もあり、多
層的な果実とキレのある酸が統合されていて、直線的な余韻は喉を楽しませ
てくれます！

109207871

数量限定価格！エレガント系ピノで年越しを！
ジャイアント・ステップス アップルジャック・
ヴィンヤード・ピノ・ノワール 2017

4,490 円（税抜）

チリ/赤100101006

頭文字がCの品種をブレンドしたプレミアムワイン！
サンタリタ トリプル C
2,300ha以上の広大な自社畑を有する、チリ最大規模のワイナリー。創業は
1800年代から続く伝統的な生産者でありながら、最先端のワイン製造技術
と長い歴史と伝統を融合させた造りは世界中のソムリエにも評価が高い。こ
のトリプルcは頭文字がCの葡萄品種3種をブレンドしたスーパープレミアム
ワイン。果実味たっぷりで、まるでフルーツバスケットのような華やかさ。凝縮
感と調和･バランスの良さはサンタリタ社の最も得意とするところです。羊肉
のローストなどにとても良く合います。 6,000 円（税抜）

日本/日本酒143000067

当店自慢の最高の日本酒！
豊盃 純米大吟醸 つるし酒
厳寒の地・青森県弘前市に蔵を構える超人気銘柄「豊盃」の限定品。機械
の力を一切借りず、酒造好適米「山田錦」を全量に使用、丁寧に磨き上げ
た大吟醸の醪から袋吊りにて自然に滴り落ちる綺麗な雫酒だけを集め、
最も品質が高い中取りだけを採取した希少品。味わいは、華やかな吟醸
香、口当たり柔らかく、クリアな酒質の中に優しい旨みが心地良く広が
り、エレガントな味わい。喉越し滑らかでキレも程よく、飲むほどに旨さを
増していく至福の逸品をお楽しみください。 7,200 円（税抜）

ニュージーランド/白109301355

今年のオイスターにはこれで決まり！！
ヴァンダル ゴンゾー・レジスタンス 2019
「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
にマールボロを拠点とする3人のワインメーカーがスタートさせたシークレッ
ト・プロジェクト。サザンヴァレーの、手詰みで収穫した樹齢35年のソーヴィニ
ヨンブラン。自然酵母による全房発酵の過程を、フレッシュなニュージーラン
ドブラフオイスターと共に行いました（プレス前にオイスターは取り除く）。発
酵途中でプレスして古樽へ移し、マロラクティック発酵。6ヶ月間全ての澱と
一緒に樽熟成を経て、無濾過・無清澄でボトリング。
SO2はボトリング時に極少量の添加のみ。 3,500 円（税抜）

数量限定南アフリカ/白109303071

南アフリカトップのシャルドネ！進化の2017VTG！
レストレス・リヴァー 
エヴァ・マリー・シャルドネ 2017
南アフリカの南の沿岸部であるヘルマナスから5kmの場所でクレッグ・ウェッセル氏
が設立したワイナリー。シャルドネの聖地と言えれるヘメル・アン・アードに南アでは
希少な自社畑を所有。“自然に任せて造る”という信念でほぼ全てを手作業で行って
います。オーク樽で自然発酵、樽、アンフォラ、ステンレススチールタンクで熟成した
ものをミックスしています。スリルのあるようなテンションのワイン。フレーヴァー、テ
クスチャーも非常に密度がある印象です。長い熟成にも適
している偉大な味わい。今年も限定的な入荷です。 6,300 円（税抜）

109303008

109303059

2,000種類を超える当店赤ワイン人気ランキング3位！
2013VTGも素晴らしい味わい！

HESSのバイ・ザ・グラス・レンジが生産者協賛価格！

アルタ・マリア ピノ・ノワール 2013

2,800 円（税抜）

アメリカ/赤109302824

109302889

クオリティの高いドイツのリースリングの泡が入荷！
ユルグ リースリング ゼクト ブリュット 2016
ユルグは初代オスカー・ユルグが1961年に創業したワイナリーでファルツ州のシュ
ワイゲンに拠点を置く蔵元。目標は、甘口よりもドライ、量より質、フランスワインの持
つエレガンスを体現するワインを造ること。所有する畑の60％はフランス国内に所有
しており、残りの40%はドイツ国内にある(歴史上ファルツではアルザス側に畑を持っ
ている場合も多い)。このゼクトは手作業で収穫後、ステンレスタンクで発酵・熟成し
て原酒を作り、8ヶ月の瓶内澱熟成後にデゴルジュマンを行う。そして15ヶ月瓶内熟
成。残糖は7.5g/Lで、とても上品で滑らか、ドイツで造られ
る素晴らしいリースリングのスパークリングワインです！

人気上位！

新商品！

通常価格 5,900 円 →

3,900 円（税抜）

ドイツ/赤109302885

日本人女性醸造家が仕込む、ドイツのピノ・ノワール！
ベルンハルト・コッホ シュペートブルグンダー QbA トロッケン 2018
ファルツのハインフェルトにある家族経営の造り手。このワイナリーでワイン造りをするケラーマイスター（醸造
責任者）は兵庫県出身の坂田千枝さん。幼い頃から果樹栽培の仕事をしたいと考えていた彼女は地元の農業
高校に進学し、17歳の時にドイツにホームステイしたことがきっかけとなり、ドイツへ。職業訓練を受け、ライン
ガウやアールで研修を積んだ後、2013年末から、コッホで働いています。「お客様が求めるワインを造ること」
をモットーに、自身の好きなブルゴーニュのようなスタイルを目指してワインを造る。シュペートブルグンダーの
畑はハインフェルト村にあり、南西向きで標高182m、石灰岩質土壌。発酵前に6度で30時間のコールドマセ
ラシオンを行いステンレスタンクで22-30度にコントロールしながら約12日間発酵。全体の12％を228Lの樽
（新樽ではない）に移し、ステンレスタンクと樽で14ヶ月熟成。ファルツでも評
価の高い1本として人気が高い、デイリー価格で楽しめるピノ・ノワール！ 2,000 円（税抜）

通常価格 5,000 円 →

オーストラリア/赤109303055

衝撃！オーストラリアの薄旨系ピノ・ノワール！
クイーリー モーニングトン・ペニンシュラ・
ピノ・ノワール 2018

3,600 円（税抜）

①ヘス シャーテイル・ランチス シャルドネ モントレー 2018
②ヘス シャーテイル・ランチス カベルネ・ソーヴィニヨン 2017

①109303061  ②109303060

①100年以上の歴史を持つ名門ワイナリー『ヘス』。シャーテイル・ランチスはワイナリー
チームとワイナリーのエグゼクティブシェフであるチャド・ヘンドリクソンのコラボレー
ション。料理とワインの組み合わせに重点を置いたバイ・ザ・グラスワインです。現地アメ

リカのレストラン需要低下に伴い、海外市場での現金化が求められ、特別価格の入荷が実現しました。熟したリ
ンゴのようなアロマにトロピカルな味わい。ロブスターやホタテ、キノコのリゾットなどともピッタリです。
②果実味がありながらエレガントな酒質。子羊、豚、牛などあわゆる種類の肉料理に合わせられます。

① ② アメリカ／①白・②赤

②通常価格 3,000 円 →1,980 円（税抜）①通常価格 3,800 円 →2,400 円（税抜）



数量限定無くなり次第終了

12月31日までの
期間限定価格

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！
あの激旨フエテックに
トリュフ入りが新登場！
エルポソ 
フエテック・トゥルファ

別名“ビスコッティ”で知られる、2度焼きしたイタリア
の伝統菓子“カントチーニ”を考案したアントニオ・マッ
テイ！原材料は小麦粉、砂糖、新鮮な卵、松の実、アー
モンドのみ。イタリア国内から最高品質の材料を集
め、初代から続く秘伝の製法で、７代を数える現在で
も伝統の味を守り続けています。今回は特別にデザイ
ンされたオリジナルの可愛いスクエア缶に、カリッとし
た食感が長く楽しめる個包装で入っています。現地で
の伝統的な楽しみ方、干しブドウで作る甘口のワイン

「ヴィンサント」に浸して
食べても、コーヒーやエ
スプレッソに浸しても美
味しいです！

当店で長年不動の人気を誇るスペ
イン産の白カビサラミ「フエテック」
からトリュフ入りが新登場！フエとは
スペイン・カタルーニャ地方発祥の
伝統的なサラミ。白カビを纏わせて
乾燥熟成させる為、芳醇で奥深い
味わいが特徴。ただでさえ美味し
いフエに贅沢にもトリュフをプラス
してしまいました。豚肉の上質な部
位を使用して作られるフエテックの
上品で洗練された味わいとトリュフ
独特の芳醇な香りが最高のマリ
アージュ！何度も言ってすみません。
サラミを美味しく食べるコツは常温
近くまで戻し、極力薄くスライスす
ること。

3041000870

数量限定！特別デザインの
可愛いオリジナル缶入り！
アントニオ・マッテイ 
カントチーニスクエア缶

304100863 スペイン

フォアグラの含有率20%！
とっても贅沢なリエット！
ラベリ リエット・ド・カナール
フォアグラ入り
フォアグラの含有率が20%！のなんとも贅沢なリエット。
じっくりと煮込んだ柔らかい鴨肉と、上質なフォアグラ
をざっくりと混ぜ込んだ贅沢な逸品。濃厚な味わいなの
で濃いめの赤ワインとご一緒にどうぞ。バゲットにたっ
ぷりとのせて食べれば幸せいっぱいな気分になれます
よ。LABEYRIE社は、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
ンド県の契約農家と共
に徹底した家鴨の管理
を行い、自社工場で全行
程を行っているため、ト
レーサビリティが明確で
安心・安全です。

304009962 日本

スペイン産のピーカンナッツは生産量が少なく、EU市
場において高級製菓材料として使用されるため、市場
にはあまり出回らない高級ナッツの一つです。ピーカ
ンナッツはオメガ３・脂肪酸・銅・亜鉛など豊富なミネラ
ルを含んでいるため、健康面でも注目されているナッ
ツです。その製菓材料として使用される高級ナッツを
キャラメリゼしました。甘すぎ
ないキャラメリゼは大人向け
のおいしさです！口の中の温
度でゆっくり溶けていくナッ
ツとほんのり香ばしいキャラ
メリゼが贅沢なひと時を演
出してくれます！

304100338

大人の贅沢！上質なピーカンナッツと
甘すぎないキャラメリゼ♪
ピーカンナッツキャラメリゼ

日本

307002443

ミルクの風味が詰まった独特の柔らかな
質感にキャラメルオニオンの味わいが
加わったバターは悶絶レベル！　
ボルディエバター オニオン 
季節限定
ボルディエバター オニオン 
季節限定
ブルターニュ地方のミネラル豊富な牧草を食べた乳牛
のミルク１００％で作られた、フランスを代表する発酵
バター。通常の発酵バターより１０倍以上の時間をか
けて丁寧に製造されたバターに玉ねぎのみを鍋でじっ
くり炒めて、甘みを十分引き出し深い甘みが特徴のオ
ニオンスープなどに使用される
「キャラメルオニオン」のフレー
バーを加え練り上げた季節限
定のお味です。バケットに塗る
だけでも美味しいですが、ス
テーキと一緒に。スープにひと
かけら、または炒め物に使用し
たり、パスタの仕上げにひとか
け使用するだけでワンランク
上の味わいが表現できます。

①304100851 ②304100864

カルフォルニア産の濃厚ブラータチーズ。
多くの方に召し上がってほしいので、
限界までお値引きしました！
stefano ①ブラータチーズ
②白トリュフブラータチーズ
stefano ①ブラータチーズ
②白トリュフブラータチーズ
カルフォルニア産の新鮮ミルクの爽やかリッチなコクと、薄皮
モッツアレラで包み込む職人技、その両方を味わえる本場イ
タリアのプーリア出身のステファノファミリーが作るブラー
タ。絶妙な薄さで束ねたモッツアレラの繊維の皮をほどくと
ストラチアテッラと呼ばれるクリーミーでみずみずしいチーズ
がトロリと流れ出てきます。イタリア産の高級白トリュフ入り
はブラータのクリーム感と一緒にトリュフの香りも楽しめる
豪華な味わい♪防腐剤や添加物は一切含まれていません。

冷蔵品304100895 フランス冷蔵品フランス 冷蔵品アメリカ

イタリア

ついに皆様にご紹介できます！
一度食べれば忘れられない味です。
サレール Ｓａｌｅｒｓサレール Ｓａｌｅｒｓ
フランス、オーベルニュ地方の夏季放牧期間（４月１５
日～１１月１５日）に製造させる１００％農家製のチー
ズです。標高500m～2,000ｍの高原地でのびの
びと放牧され、若草やハーブ、ベリーなど食べたサ
レールのミルクは芳醇で重厚な味わいです。濃厚な
味わいの中に少し酸味があるので、重すぎず、食べ
飽きることなく食べ進められます。フランス旅行やフ
ランス展などで、一度食べてその味が忘れられず探
してる方が多い
チーズが、期間
限定で当店で
お取り扱い可
能になりました！
この機会見逃
がしたら次回い
つ食べれるか
わかりません。

直径30センチ！
食べ始めると止まらなくなる美味しさ！
ダンケシェーン パリパリチーズダンケシェーン パリパリチーズ
兵庫県三木市にある美味しい人気のパン屋さん「ダン
ケシェーン」が作るインパクト大のチーズ味のパン。印
象はパンというよりパリパリとしたおせんべいといった
感じです。一晩寝かせたパン生地に2種類の選びぬか
れたチーズを使用し ダンケシェーン独自の製法でじっ
くり焼き上げることによりパリパリとした独特の食感が
生まれました。そして濃厚なチーズとあっさり系チーズ
のコラボ！香ばしいチーズの風味が食欲をそそります。
大きさは直径30センチのジャンボサイズ！年末年始の
ちょっとしたギフトにぴったり！きっと喜ばれますよ。

3041000766スペイン

スペイン

304008643

お腹いっぱい！驚きのボリュームが
一缶に詰まっています！
北海道産えぞ鹿肉のフリカデラ
え～！！こんなに
たくさん入って
いるの！？缶を開
けて中身を出す
と、皆さん同じ
反応をします！そ
れほどボリュー
ムを感じる具材
が一缶にぎゅっ
と詰まっていま
す。デンマーク郷土料理であるフリカ
デラとはミートボールのホワイトソース
煮込みの事。鹿肉と相性のいいキノコ
ソースで仕立てました。ミートボールが
ゴロゴロ入っていてクリーミーなやさ
しい味わい。小鍋に入れゆっくり温め、
ライスやバケットを合わせてメイン料
理にどうぞ！

130g 1,600 円（税抜） 170g 1,600 円（税抜） 380g 1,970 円（税抜）

900 円（税抜）個包装6本入り 1,600 円（税抜）

120g 

900 円（税抜）

2,420 円（税抜） 1,280 円（税抜）

① ②

②通常価格 1,500 円 →1,180 円（税抜）

①通常価格 1,200 円 → 988 円（税抜）

冷蔵品 冷蔵品

数量限定

入荷予定日：12月18日・12月25日
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① ②

5,000 円（税抜）

通常価格 3,000 円 → 2,550 円（税抜）

2枚で1,800 円（税抜）

1枚1,000 円（税抜）

1,600 円（税抜）

※天然素材の為、形に個体差があります。

24,000 円（税抜）
幅73mm、全長120mm、厚み9mm（スクリュー除く）

①3,000 円（税抜）  ②2,400 円（税抜）
通常ブルゴーニュワインボトルサイズまで適合です

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！

容量：380cc
サイズ：最大径8.8×23.1cm
素材：クリスタリンガラス

WASARAは海外でも注
目を浴びている環境に配
慮した土に還る素材でで
きている紙の器で人気。
温かみのある風合いとシ
ンプルで美しい曲線美の
お皿は盛り付けられた食
材を一層引き立ててく
れ、テーブルが華やかな
雰囲気になります。何か
と慌ただしいこの時期に
洗い物の手間が省ける
のも嬉しいポイントです！
写真のような大皿の他に
取り分け用の小皿までサ
イズも豊富に揃っており
ます。

403002961 チュニジア

聖なる木として古
代から選ばれてき
たオリーブの木。
今もキッチン用品
や小物などとして
暮らしの中で大切
に使われていま
す。木の良さを活
生かすように、一
つ一つ丁寧に職
人が作っていま
す。形が定まって
いないところが味
があって素敵です
よね。

汁が出る本格肉料理も溝が
受け止めてくれる安心の溝付ボード
オリーブカッティングボードオリーブカッティングボード

402002525 スペイン

シリコンキャップがワインボトルにピタッとフィットし密
閉、内蔵されたカーボンフィルターによりボトル内の
酸素を吸着し、酸化の進行をゆっくりにします。短期間
の保存に最適で開けた日にちに数字を合わせられる
リングが
ついてい
るので便
利です。

毎日の日常使いにぴったり。
飲みかけのボトルにかぶせるだけの
酸化防止ストッパー
プルテックス 
アンチオックス（ブラック）
プルテックス 
アンチオックス（ブラック）

402002591 スペイン ①403002002 ②403002783 ③403002384

コルクスクリューと２枚刃プロング式コルク抜きが合
体したオールドヴィンテージワインの為のオープ
ナー。スクリューをコルクの中心に刺し、2枚のブレー
ドでコルクを挟んでダブルでホールドし引き抜くので
もろくなった天然コルクも失敗すること無く抜栓でき
ます！店長も
古酒を開ける
時は必ずこち
らを使い、今
まで失敗した
事ないとお墨
付きです！

店長太鼓判！
古酒を開ける時の強い味方！
ザ・デュランドザ・デュランド

402003324 スロヴァキア

ボウル部分の幅を広げたバルー
ンのようなフォルム。見た目にも
美しい形が人気のシャンパング
ラスです。口元部分に向かって
閉じている形状によりシャン
パーニュのアロマをダイレクトに
味わう事ができます。ボウル底
部のV字から立ち昇る真珠の首
飾りの様な繊細な泡をお楽しみ
頂けます。フランス、イタリアの
シャンパーニュメゾンからの要
望で作られた逸品です。シャン
パーニュはもちろん、白・ロゼ・オ
レンジワインにもご利用いただ
けます。

機能美とデザイン美を追求した
シャンパーニュグラス
イタレッセ 
グランバルーン
イタレッセ 
グランバルーン

日本

2枚で10％OFF

不動の人気を誇るチャージャープレート。中でも人気
のエンボス菊柄は今の季節にぴったりな深みのある
ゴールドと、控えめな印象のシャンパンゴールド。一枚
あるだけでパッと素敵な雰囲気に変えてくれるテーブ
ルコーディネートの救世主。エンボス柄は塗装ムラも
無く、よりエレガントな雰囲気が演出できます。直径約
33cm、ポリプロピレン製。

いつものテーブルを
より華やかに演出します！
チャージャープレート
エンボス菊柄
チャージャープレート
エンボス菊柄

①403003261 ②403002475

ビール瓶とグラスが一緒に置
ける長さのある大きめのユ
ニークなコースター。デザイン
が全て異なるのですが、並べて
みると、それはビールの製造工
程！ちょっとわくわくしません
か。厚さ3mmある高級感のあ
る本革製で使用するほど味が
出てきます。ビール好きの方へ
のプレゼントにぴったり★

ビール瓶とグラスが一緒に置ける！
味のある本革製のコースター
VACUVIN
ボトルグラスダブルコースター
6枚セット

VACUVIN
ボトルグラスダブルコースター
6枚セット

404000159

シンプルで美しい紙のお皿、
年末年始の食卓を華やかに彩ります
WASARAWASARA

横40～44cm、幅17～20cm、厚み1.8cm 4,800 円（税抜）

材質：シリコン、酸化防止カーボン 2,200 円（税抜） 各種500 円～（税抜）

サイズ：W130×H110×D25mm

世界に誇る日本の伝統文化『着物』をワインのボトル
ホルダーに！特別感がギフトに人気の商品です。侍モ
デルはキリリと、付属の小さな刀をわきに差すとグッと
雰囲気がでます。
姫モデルは色鮮や
かな花柄が目を引
きます。新年のお
めでたいシーンに
ピッタリですね。ワ
インボトルに被せ
るだけの簡単な着
付けも嬉しいデザ
インです。着物や
帯の柄は数種ござ
います。実店舗に
てお好みをお選び
頂けます。

①403000897 ②403000896 日本

今年の成人式のギフトはこれに決まり！
ワインに着せて特別感UPです
着物ボトルホルダー ①姫②侍着物ボトルホルダー ①姫②侍 パーツの接合部分がしっかりとした構造。握りやすい

持ち手はアカシアウッドを使用しています。金属部分
はステンレスで清潔にお手入れ頂けます。青かびタイ
プチーズのきれいな断面を崩さずスライスしたり、熟
成した白カビチーズ、ほろっとしたシェーブルをスマー
トにスッと切れるのが嬉しいですね。バターや半熟ゆ
で卵のカット
もラクラクで
す。お菓子作
り、お料理に
用途は広が
ります。

柔らかくもろいチーズのカットに最適
ワイヤーチーズスリックワイヤーチーズスリック

407001707
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今欲しい、
スタッフオススメの
商品はコチラ！！

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！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、ペン
フォールズのアイコン的なシャルド
ネ。一昔前の樽香のついた肉付き
のあるシャルドネとは一線を画す、
エレガントで酸味の綺麗な上品な
シャルドネ。オーストラリアらしい
果実味と、エキスが口の中に広が
り、余韻の長さは、さすがペン
フォールズの一言！

イタリア白ワイン界の巨人であ
り、偉大な父、ヨスコ・グラヴネル。
彼のワインからは、シリアスなグ
ラヴネルらしい側面の中に、飲み
手に対しての大地、ブドウ、天候と
いう様々なメッセージが感じられ
ます。ミケランジェロ、ダ・ヴィン
チ、ボッティチェリなど巨匠たちが
描いた宗教画のような荘厳・神聖
な感じさえするほどの深い世界
観。ジョージア製の地中に埋めた
アンフォラ（素焼きの甕）で約半年
間皮ごとの醗酵と熟成を行い、圧
搾後再びアンフォラへと戻し半年
間熟成、その後樫の大樽で約6年
間熟成させ、ようやく瓶詰めされ
ます。今年飲んだワインの中でも
あまりの美味しさに感動して忘れ
られず、このDM号の為に再入荷
しました！

あまりシラーが好みではないフランスワイン担当が
試飲会場で即決したシラーが年末大特価で入荷し
ました！生産者は知る人ぞ知る実力派生産者"ジャン・
リュック・コロンボ"のシラー１００％の逸品！コルナスは
北ローヌの中では少し地味
な存在でしたが、同生産者
のレ・ルシェを実際に飲んで
みると明るい果実味が全面
的に口の中を支配し、強す
ぎず、しなやかさのある理
想的なシラーの味わいを表
見！長い余韻とバランスに長
けた安定の味わい！醸造を
行っている娘“ロール”はあ
のオーブリオンで修業し、ま
すます目が離せません！

生産者のフェルナンデス兄弟は「スペ
イン・ラ・マンチャの真の個性とコスト
パフォーマンスを備えたワインを、ビ
オディナミや有機農法によって消費
者に届けること！」に凄まじい情熱を燃
やしています。5℃で1日マセレーショ
ン後にプレス。ステンレスタンクとセ
メントタンク（5,000L）で発酵。酵母
は自社で培養した特別な天然酵母を
使用。キンモクセイやライム、若草や
ハーブのようなアロマがインパクト
大！ずーっと香っていたい魅惑的な香
り。果実の旨味がたっぷりとありなが
らスイスイいける飲み口。まるでお花
屋さんにいる気分になれます！スペイ
ン白ワインでは珍しいヴィオニエ
100%。　

当店でも贈り物に選ばれる方の多い最高級ノンアルコール・スパー
クリングです。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です。欧州
首脳クラスの晩餐会でも採用され、ドバイの最高級ホテルのスィー
トルームではウェルカムドリン
クとして提供されています。
また、日本では株式会社ぐる
なびが開催する【接待の手土
産セレクション2020】にて、
のべ1,000名以上の秘書に
高い評価を受け1688 Grand 
Roséが「特選」に選ばれまし
た。２０２１には10周年を迎え
る１６８８シリーズから今後も
目が離せません！

ドクター・ローゼンは、ベルンカステルにある200年
の歴史を誇る名醸造所。接木をしていない平均樹
齢60年の古樹を使用すること、最上級の畑を所有
することが素晴らしいワインを造るための絶対の
条件であるとし、次々と革命を起こした。何故
185mℓかといいますと「食後にちょっと甘口のワ
インを飲みたいけど、750mℓや375mℓだと多い
かも…」というニーズにお応えするために現当主が
特別ボトルに瓶詰め。ベーレンアウスレーゼはモー
ゼルのブルースレート土壌に植えられたリースリン
グの超完熟果粒のみを一粒一粒丹念に手摘みさ
れ造られる極上品。驚くほど芳醇な甘口でエレガ
ントな味わい！平均樹齢60年収量15hl/ha、年産
4,500本、日本には360本の入荷！

前回の入荷時は即完売し、いつ入荷があるのかと多くお問合せ頂
いた、希少なアーモンドが今年は豊作のた
め、通年より入荷時期が早まりました！高級
品種のラルゲタアーモンドはＥＵ市場で高値
で取引されるため、日本ではめったにお目に
かかれない希少なアーモンドです。ロースト
したての味わいは大変香ばしく、他のアーモ
ンドより柔らかく指でクラッシュ出来る軽さ
があります。今まで食べたことのない濃厚な
味わいと軽い食感の虜になる事間違いなし
です！年に一度しか入荷がないのでぜひこの
機会にお試しください！

ドイツ人のGrafとアメリカ人のLantz
の2人によって設立されたLA発の
バッグブランド。上質なメリノウール
フェルトとベジタブルタンニン（天然
植物から抽出した渋で皮をなめす）レ
ザーを使用し、クラシックスタイルな
商品を手がけています。全ての製品
はLAにある自社スタジオと工場で製
作。「上質な品質」「実用性」「耐久性」
に拘って作られています。この冬はも
ちろん、優しい印象のフェルト生地で
できたボトルキャリーでおしゃれにワ
インを持ち運びましょう♪

1972年にナパ・ヴァレーのスタッ
グス・リープ・ディストリクト地区に
設立されたワイナリー。もともと出
版業界にいたジョン・シェーファー
がワインに魅せられ始めたのです
が、今では、カリフォルニアのカベ
ルネとして最上の作り手の一つ。ビ
ジネスマンから農夫へと、乗り物は
電車からトラクター(TD-9)へと変
わり、ワインの醸造経験もない父の
リスクを恐れない精神に尊敬を込
めて作られたキュヴェ。シェー
ファーの代表作メルローを廃止し
て生まれたメルローブレンドは、味
わいの更なる向上を目指していま
す。大規模な火事とコロナ禍の影
響で、2020年の生産を断念してい
ます。応援の気持ちも込めてワイン
を楽しんでいただけましたらと思い
ます。

年末年始にキリっと引き締まる辛口シャンパーニュは
いかがでしょうか？ポメリーは1874年にシャンパー
ニュ史上初のブリュットを誕
生させたメゾン。7つのグラ
ン・クリュのブレンドを醸造責
任者が行い、最低瓶内熟成
48ヵ月を経てリリースされま
す！フレッシュかつ華やかなア
ロマと力強いベリー、アカシア
の蜂蜜、確かな骨格。料理と
のバランスに寄り添うポメ
リー渾身のプレステージ・シャ
ンパーニュ。2008年はこの地
方最高のヴィンテージ、まだま
だ熟成も可能です。今なら希
少な希少なポメリー特製キー
リングも付いてきます♪

950 円（税抜）

①10,000 円（税抜） ②5,500 円（税抜）

無くなり次第終了数量限定

2008年は何本飲んでもまた飲みたい！

三ツ星レストランを支えるローヌの実力派生産者！

1,900 円（税抜）

フランス/シャンパーニュ109302749

スペイン/白109207894

フランス/シャンパーニュ/コルナス109303064

9,000 円（税抜）

200mℓ×2本 ③2,850 円（税抜）

各750mℓ ①②3,900 円（税抜）
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ポメリー ミレジメ 
グラン・クリュ 2008

あの大手メゾンポメリーから
伝説のヴィンテージが登場！
今ならプチギフトが付いてきます…!

109209634

シェーファー
TD-9 ナパ・ヴァレー 2017

父への尊敬の念が込められた
メルローブレンド！

アメリカ/赤

①307001544 ②307001543 ③304100155 フランス/ノンアルコールスパークリング

109303016

304100568

ドイツ/甘口白

年末年始は美しいノンアルコールスパークリングで乾杯

スペイン産ラルゲタアーモンド

ドクター・ローゼン リースリング
ベーレンアウスレーゼ 2017(187mℓ)

①1688 グラン・ブラン ②1688 グラン・ロゼ
③1688 グラン・ブラン+ロゼ 2本セットラガスカ ヴィオニエ 2018

筒に入った可愛い187ml(フルボトルの1/4)の
超極上のデザートワイン！

ペンフォールズ
ヤッターナ・シャルドネ 2012

圧倒的果実味の凝縮感！

GRAF&LANTZ ワインキャリアー
①SOLO ②COZY
GRAF&LANTZ ワインキャリアー
①SOLO ②COZY

季節問わずぬくもりを感じる素敵な
フェルト素材のボトルキャリー

今年は豊作につき！入荷が早まりました！
衝撃の美味しさ体験してください！

①407000525
②407000526

スペイン

CLEAN&NATURAL 
まるでお花屋さんにいる気分に！

ジャン・リュック・コロンボ　
コルナス レ・ルシェ 2012

試飲会で即決した
この冬飲みたい飲み頃シラー！

9,900 円（税抜）

通常価格 25,000 円 → 20,900 円（税抜）

通常価格 3,000 円 →2,900 円（税抜）

通常価格 11,000 円 →10,500 円（税抜）

通常価格 13,800 円 →10,500 円（税抜）

109300503

グラヴネル（グラヴナー）
ビアンコ・ブレグ
ヴェネツィア・ジューリア
I.G.T. 2008

グラヴネル（グラヴナー）
ビアンコ・ブレグ
ヴェネツィア・ジューリア
I.G.T. 2008

これが10年以上熟成した
グラヴナーの世界観…！

イタリア/白

アメリカ

109202746 オーストラリア/白

プチ・プレゼント付き！

① ②

③

NEW!


