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年末年始の乾杯は
この泡で決まり！

5,350円（税込）

25,960円（税込）

109306420

各5本限定

フレデリック・コサール
ラ・シャソルナード 2019

自然派ファンのスベシャルなスパークリングは
シャソルナードで決まり！

109305437

G･H･マムキュヴェルネ・ラルー 2002

なんと旧ラベルのトップ・キュヴェ"ルネ・ラルー"が
限定入荷！この熟成感、飲み頃です！

通常価格 6,050円→5,060円（税込）

2,090円（税込）

109304300

109306519

フェッラーリ ロゼ

今年、F1のオフシャルパートナーになった
フェッラーリの泡ロゼ！繊細で優美です。

シュロス・アラスラビット リースリング
ゼクト ブリュット N.V

ウサギラベルが可愛らしい♪その名もラビット・リースリング♪

5,830円（税込）

1972年のニクソン大統領と周恩来首相に
よる「平和への乾杯」の際にサービスされ
たことで有名な米国No.1と名高いスパー
クリング専門ワイナリー。「シャンパーニュ
以外はただの泡の入った飲み物」と言われ
ていた時代から、創業者夫妻の惜しみない
努力の結果、今では世界に名を馳せるス
パークリングワイナリーとなりました。伝統
的なシャンパーニュ方式で造られ、少量の
樽発酵ワインをブレンド。澱とともに24ヶ
月熟成。カリフォルニアのトップスパークリ
ングのひとつです。

109107244

シュラムスバーグ ブラン・ド・ブラン
ノース・コースト 2017

シュラムスバーグが作る極上のブラン・ド・ブラン！

アメリカの大御所ロバート・モンダヴィの指
導の下1973年に設立され、世界レベルの
ワインを造るプレミアム・ワイナリー。果汁
を低温で静置した後、ステンレス槽で発酵。
澱とともに36ヶ月間熟成。フレッシュな柑
橘類、リンゴのアロマ。ヌガー、ブリオッ
シュ、ローストしたカシューナッツに、かす
かなジャスミンの香りが何層もに複雑に立
ち込める。熟成感とともにキレのある酸と
持続的な活力溢れるワインです。

①109306483 ②109306484

ルーウィン・エステート
①ブリュット 2013
②ブリュット 2014

西オーストラリアのトップ生産者が造る
熟成スパークリング！

アリゴテで作られるブルゴーニュ・自然派ワインの
大人気生産者フレデリック・コサールのシャソル
ナード。今年も美味しかったです…。美しいレモネー
ドのような酸味とシュワっとした味わいは冬にもよ
さそうです。柚子の漬物や、ちょっとした酢の物とも
愛称はバツグン！映画
を見ながら楽しむも良
し、親しい仲間とワイワ
イ楽しむもよし！素晴ら
しいアリゴテ・ペティア
ンです。限定6本の入荷
です♪

寒い時期に飲みたいシャンパーニュと
言えば、味の濃い熟成したシャンパー
ニュではないでしょうか！ボトルに美し
いコルドン・ルージュを纏った特徴的な
ボトルで有名なグランメゾン、マムから
トップ・キュヴェである『ルネ・ラルー』が
入荷しました！バックヴィンテージので
ある2002年は、黄金に輝く希少な旧ラ
ベル！輸入元から数量特別に入手しま
した！熟成による焼きたてクロワッサン
のような芳ばしさと、カスタードクリーム
のような滑らかさ、蜜のニュアンスが詰
まった素晴らしい一本。、寒い時期に
ピッタリと寄り添ってくれること間違い
なし！新年一発目の記念すべきシャン
パーニュに是非いかがでしょうか！

イタリア大使館の公式ディナーには欠かせないフェッ
ラーリ。このワインはフェッラーリ独特の製法から生まれ
た淡い色合いのロゼ。オードローズと言われる淡いピン
クと花の香り、フルーツと樽のバランスが見事な最高峰
スプマンテです。アカスグリ、サンザシ、野イチゴの香り。
スィートアーモンドを思わせる
優雅で繊細な余韻。洗練された
ピノ・ネロ（ピノ・ノワール種）の
木苺のような酸味とエレガント
さ、樽の風味のしっかりとした
旨味がたまりません！名門
フェッラーリの優美な泡ロゼ！
ギフトボックス付きですので、
ホームパーティーの手土産や
贈答品としてもオススメです。
ハーフサイズもございます。

モーゼルにあるドイツ最大手のスパー
クリング専門ワイナリー！リーズナブル
かつバランスのとれた、スイスイ飲める
泡はパーティシーンにぴったり！このゼ
クトはリースリングを100%使用し、シャ
ルマー方式で醸造。とてもフレッシュで
エチケットのウサギのように軽やか。
リースリングならではのチャーミングな
果実味としっかりとした酸味は食前から
楽しめる味わいです！キーワードは「ラ
ビット ブリュット ぐびっと！」なんて（笑）

各5,115円（税込）

フランス/泡

27,500円（税込）

109306375

パイパー・エドシック
レア・シャンパーニュ 2008

45年間で12回しか生産されてない
幻のシャンパーニュ“レア”の2008年！

当店で何度かおススメしている最高のヴィンテージ
2008年から、パイパー・エドシックのトップ・キュ
ヴェである『レア』がリリースされました！良年しか
生産されず、その本数はなんと45年間で僅か12
回！輝く黄金色にブリオッシュの香りの中に熟成由
来のコクと、パイナップルやココナッツのニュアンス
とほのかにリコリスの香りが混ざり合います。非常
に長い余韻からは“無限”のポテンシャルを感じさ
る一本、ブドウの
蔦をモチーフに
した美しいラベ
ルも魅力的です。
ギフトにも喜ば
れるゴージャス
な一本！是非お
試しください。

3,190円（税込）

109304785

アンドレ・ロレール
ビュル・ド・ヴィ 2020

年末年始にもってこい！
みんな大好きペティアン・ナチュールで決まり☆

当店で大人気のペティアン・ナチュールが再入荷し
ました♪アンドレ・ロレールはフランスで最も美しい
村といわれるミッテルベルグハイムで8代にわたり
ワイン造りを営んでいます。2016年からはビオディ
ナミ栽培に取り組み、ピュアでやさ
しいワインを私たちに届けてくれる
造り手さんです。すでにファンの多
い、フルーティなブドウ本来の味わ
いと酵母の香りが魅力的なアルザ
ス流・微発泡にごり酒！現当主アン
ドレの息子、ルードヴィックが仕込
む遊び心に満ちた1本！ラベルは色
とりどり複数のバリエーションがあ
り、さらに12本に1本程度「当たり
ボトル」が入っています。これは新
年の運試しにもピッタリですよね！
一家に1本いかがでしょうか！

イタリア/泡ロゼ

フランス/シャンパーニュ

フランス/泡

ドイツ/泡白

アメリカ/泡

通常価格 2,750円→2,200円（税込）

1790年創業、230年以上の歴史を誇る家
族経営の生産者。カヴァの生産は1930年
頃から。全ての畑において、除草剤や殺虫
剤などの化学的な農薬を使わないビオロ
ジック栽培を行っており、オーガニック認証
を取得。また、2010年からはビオディナミ
農法も開始。一部のキュヴェでデメター認
証も取得。このキュヴェは、標高600Mの区
画のブドウを使用。アルコール醗酵はステ
ンレスタンクで2週間。瓶詰後に2次発酵と
共に18ヶ月の熟成。きめ細かい泡立ち、心
地よい酸とミネラル感にふくよかな味わ
い。淡く繊細なロゼカラーは見た目でも楽
しませてくれます。

109305106

パレス・バルタ カヴァ・ピンク N.V
見た目の派手さとは裏腹に実力実績十分の泡ロゼ！

限定6本

フランス/シャンパーニュ

オーストラリア/泡

コノスルが満を持して造るシャンパーニュ
製法のブラン･ド･ブラン。2021年の夏より
日本限定発売でリリース！少し話題になっ
たチリ泡で年末年始の乾杯はいかが？チリ
最高級のシャルドネを100％使用。熟成は
24ヶ月。きめ細かい良質な泡立ち。白い
花、柑橘などのアロマティックな香り、パン
やクリーム、トーストのような複雑性。塩味
などのミネラルの感のある味わいがアクセ
ントに余韻を楽しめます。

109305618

コノスルブラン・ド・ブラン
お寿司やチキンと！年始のごちそうとベストマッチです

1,800円（税込）

チリ/泡

バックヴィンテージ！マム好きは見逃せない希少な旧ラベル！

2019年のコサールもやっぱり旨い！

まるで運試し!?12本に1本の確率で
ブドウの実が入っています♪

スペイン/泡ロゼ

●ダイレクトメール1部につき1回のみ有効
●ダイレクトメール(クーポン券)をご提示いただけない場合はご使用になれません。
●ご不明な点はスタッフまでお声掛けください。

会計時このダイレクトメール(クーポン券)をご持参いただいた方に限り、
10,000円(税込)以上のお買い上げで、「送料『通常便726円（税込）』を
無料」とさせていただきます。是非この機会にご利用ください。

有効期限 2022. 1/16（日）まで
1

【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 　　　　　　　　 監修：沼田 英之

最新情報はこちらInstagram

WINE MARKETPARTY ネットショップ
※ネットショップでもご購入いただけます（一部対象外あり）
※メールマガジンのご登録はコチラから

今年も「とってもお得」な福袋揃えました！数量限定ですので、お早目に！

WINE MARKET PARTYは、皆様の「ワインライフ」を応援します。

PARTY 恵比寿 検 索
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送料無料 ワイン12本もしくは2万円以上お買い上げの場合（お届け
先1箇所につき）送料無料。クール代は別途頂戴いたします

12月17日（金）～12月30日（木）11:00～20:00 ＊延長営業しております！
12月31日（金）10:00～18:00 / 1月1日（土）～1月3日（月）休業 / 1月4日（火）11:00～19:30

店舗会員カードの有効期限につきまして 会員カードのポイントの有効期限は最終ご利用日から13ヶ
月となります。13ヶ月間一度もご利用が無い場合、ポイントは失効となりますのでご注意ください。※以前の
会員カードには2年と記載されておりますが変更しております。皆様のご理解の程、よろしくお願い致します。

年末年始の営業時間 / 休業のお知らせ

ドメーヌ・ド・シャソルネイ
①サン・ロマン コンブ・バサン 2019
②サン・ロマン スーロッシュ 2019

フレデリックコサール2019年！26銘柄入荷！
じわじわファンが増えてきたクヴェヴリも入荷しています！

①通常価格 26,620円→24,200円②通常価格 66,000円→62,150円
③通常価格 71,500円→65,780円 ※全て税込価格です。

18,900円（税込）

38,500円（税込）

71,500円（税込）

①109306408 ②109306410

エルメス一族が出資する最高峰のキャビア生産者の創業者ローラ
ン・ドゥヴェルランジュ氏の理念である【極上のキャビアは貴重な天
然資源を守ることより生まれる】というヴィジョンのもと生産されて
る最高級のキャビアが入荷！キャビアのなかでも上位ランクのオシェ
トラのフレッシュタイプ。フレッシュタイプは殺菌をしないため賞味期
限が短く小売り向きではないのですが、その美味しさは一度食べれ
ば決して忘れることが出来ないほどの衝撃を与えてくれます。くちど
けのよい食感と心地よい
海の香りと上質な甘みと
深いコク、そしてヘーゼ
ルナッツのような長い余
韻が奇跡の体験をもたら
せてくれます。今回限りの
入荷になりますのでぜひ
この機会をお見逃しなく
ご利用下さい！！

304101344

109305922

フランス

①402003592 ②402003593 ドイツ

冷蔵品

イングルヌック・ルビコン
ラザフォード・ナパ・ヴァレー 2013

カリフォルニアの70年代を牽引した
伝説的な最高級ワイン！

グスタフ・ニーバーム氏によって1879年に設立された伝統的なワイナリー。2011年に映画監督
のフランシス・コッポラの所有となり、醸造にはCh.マルゴーのエステート・ディレクターを長年務
めていたフィリップ・バスコールを迎え、ラベルも一新して更なる名声を高めています。「ルビコン
川を渡る」という運命をかけて後戻りできないような重大な決断と行動を意味する言葉から名づ
けられたカリフォルニアのカルトワイン。
リッチで甘美な口当たりは飲む人の心を捉えますフレンチオークで18ヶ月熟成（新樽率80%）偉
大な2013年ヴィンテージはまさにナパの至宝！

109304723 アメリカ/赤

※他の種類はお取り寄せとなります。

各3,850円（税込）

素材：クリスタルガラス

キャビア ド ヌーヴィック オシェトラ
フレッシュ 50ｇ

至極の超一級品！世界中のセレブを魅了する
極上のキャビアをぜひご堪能下さい！

シュピゲラウのマシンメイド史上最軽量シリーズ誕生！ハンドメイド
のような軽さにも関わらず、マシンメイドならではの価格帯でハイク
オリティ&ロープライスを実現しています。持ち上げた感覚はまさに
憧れのハンドメイドグラスそ
のもの！台座は大き目で安定
感があるのも嬉しいところ。
また、サスティナビリティにも
配慮しており100％リサイク
ル可能なガラスやパッケー
ジ、工場での環境対策にも力
を入れているとの事。ちょっと
良いデイリーグラスをお探し
でしたらお見逃しなく！

SPIEGELAU
①ディフィニション ブルゴーニュ
②ディフィニション ユニバーサル

知らなきゃ損！ハンドメイドのような感覚を味わえる
極上マシンメイドグラス

カーゼ・バッセ 
ソルデラ トスカーナ I.G.T. 2016

超希少！歴史に残るVT2016年のソルデラが入荷！

樽での熟成をやめ、ほとんどクヴェヴリ(ジョージア産の素焼きの容器)と卵型タンクに移行し、ますます注目と希少
性が高まるブルゴーニュの人気生産者フレデリック・コサール。そんな彼の2019年ヴィンテージも素晴らしい！白
ワインはフレッシュながらも良年を感じさせる果実味と綺麗な酸味。赤ワインは銘柄によって表情を変え、チャー
ミングな果実味を感じさせる味わいとタンニンがあり、艶やかな表情も見せています。クヴェヴリも化粧っ気のな
いダイレクトな果実味が楽しめ、じわじわとファンが増えてきています！
計26銘柄、店頭もしくはネットショップをご確認下さい！

創業者である故ジャンフランコ・ソルデラ氏が、一切の妥協を許さず仕立てた究極のサンジョ
ベーゼ”ソルデラ”は、ブドウのピュアな旨味を湛えた深遠な味わいの幻のキュヴェとして世界中
の愛好家から羨望の眼差しが向けられる1本。しかし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。その後、方向性の違いからブ
ルネッロ協会もDOCGブルネッロもやめて、IGTとしてのリリースへ。IGTでありながら、真のブル
ネッロ・ディ・モンタルチーノの頂点に立つ存在です。年間生産量は約15,000本と滅多にお目に
かかることのない超稀少銘柄。スラヴォニアンオーク樽にて約45ヵ月間熟成後、瓶内にて6ヵ月
間熟成。2019年2月にジャンフランコ氏は惜しまれつつも他界されたため、今後彼が手掛けた
ワインはより一層入手困難になること必至です。

イタリア/赤

今年も26銘柄入荷しました！

①8,085円（税込） ②8,250円（税込）

① ②

6
限定

本

3
限定

本

フランス/白 赤



22,558円相当→特別価格13,000円（税込）

優待券・ポイント対象外43%OFF

イタリア/赤

フランス/白

109306518

大手シャンパーニュ・メゾン
飲み比べ3本セット！

誰もが知っている大手シャンパーニュが3本セットで驚愕の43％オフ！

この年末年始はシャンパーニュ3本セットがお買い得！当店
の人気シャンパーニュメゾンと、倉庫で5年以上熟成を経て、
素晴らしい味わいを見せてくれたブラン・ド・ブランに、なん
とあの人気メゾン-ポ〇リーの季節限定スペシャル銘柄を含
めた、誰もが楽しめるシャンパーニュ3本を集めました。
価格は脅威の9000円オフ！こんなにお得な3本セットはなかなかありません！
ぜひこの機会をお見逃しなく！

フランス/シャンパーニュ

限定
24セット

27,500円相当→特別価格16,500円（税込）

優待券・ポイント対象外109306521

2006年シャンパーニュ＆
2015年ブルゴーニュ一級畑含む
豪華泡・赤2本セット！

こんなにお買い得！?ブルゴーニュ一級畑と
ブラン・ド・ブランの夢のグレートヴィンテージ2本セット！

今回は年末年始福袋のために揃えた良年2006年のシャン
パーニュ(しかもブラン・ド・ブラン！)と2015年のブルゴー
ニュ(コート・ド・ニュイ地方の一級畑！)をセットにした泡・赤2本セットをご用意！あら
ゆるシーンに対応する安定感抜群の味わい！ミレジメ・シャンパーニュとブルゴーニュ
の一級畑がセットの夢の福袋をお見逃しなく！

限定
18セット

20,977円相当→特別価格13,800円（税込）

優待券・ポイント対象外109306520

限定！良年ブルゴーニュ紅白セット＆
エレガントなシャトーヌフ・デュ・パフの
白・赤・赤フランス横断エレガンス3本セット！

限定！良年ブルゴーニュ紅白セット＆エレガントなシャトーヌフ・デュ・パフのフランス横断セット！

去年人気であっという間に売り切れたブルゴーニュ紅白
セットに、ローヌ地方の銘酒“シャトーヌフ・デュ・パフ”が加
わりました！ブルゴーニュブランは、コート・ド・ボーヌ地方の
2015年をご用意。またブルゴーニュもコート・ド・ニュイ地方をご用意。ヴィンテージ
はこちらも良年2017年です！また冬に人気のシャトーヌフ・デュ・パフも同地区のトッ
プ生産者の一人、しかも好評価の2016年！バイヤーがすべて飲みたいワインを選ん
だ福袋をお見逃しなく！

限定
24セット

22,000円相当→特別価格16,500円（税込）

優待券・ポイント対象外109306500

太陽のスーパータスカン福袋！
あのセカンドワインが入った
豪華トスカーナ2本セット！

太陽のように眩しい輝きを放つスーパータスカン！誰もが知るあの生産者が
入った当店イタリア福袋史上、最高のセット内容です！

2度と実現しない！超豪華なスーパータスカンが2本揃いま
した！！太陽というとルーチェが思い浮かびますが、今回は
ルーチェと並ぶあの生産者のセカンドが本数限定で入手できました！さらに、エチケッ
トに「猪」が入ったスーパータスカンというと通の方には分かるかもしれません！30
セット限定ですので、お見逃しなく！！

限定
30セット

20,900円相当→特別価格15,400円（税込）

優待券・ポイント対象外109306501

月のアマローネ＆ブルネッロ福袋！
2大老舗生産者の一度は飲みたい2本セット！

瞑想ワイン「アマローネ」と気品溢れる「ブルネッロ」の高級イタリアワインセット！イタリア好きなら
誰もが知ってる超一流生産が入った大・大・大満足の福袋！

高級辛口ワイン”アマローネ”！「まさに瞑想しているようだ
よ」とイタリアでは昔からよく使われてきたワイン表現の一
つで、芳醇で複雑な香りと飲み手に静かなる時間、長い余韻
を与えてきました。さらに研ぎ澄まされた美麗な味わい、最も高貴なイタリアワインに
数えられる”ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ”。月を愛でながら、静かなる夜に飲み
たい2本セット！さらに両者とも代表的な生産者ですので、必ず満足して頂けると思い
ます！

限定
30セット

19,800円相当→特別価格13,750円（税込）

優待券・ポイント対象外109306513

アメリカ3本セット（赤赤赤）福袋
13,750円 飲み頃！
濃厚カリフォルニア赤3本セット！

限定36セット！ 諸事情にて、例年より少な目で申し訳ございません。
毎年早めに完売してしまうナパ・濃厚ワインを集めた福袋です！

毎年厳しい要求で、輸入元さんを困らせるカリフォルニアの
濃厚ワインセットです。特に品質にはこだわっている生産者
だけを集めています。
年末年始は濃厚な赤ワインで美味しい料理をお楽しみください！
総額19,800円が、福袋限定で13,750円です。是非。

限定
36セット

23,100円相当→特別価格16,980円（税込）

優待券・ポイント対象外

アメリカ2本セット（赤赤）福袋
16,980円 ナパ・ヴァレーの
少量限定生産レッド・ワイン2本セット！

店舗限定12セットのみ！ 輸入元さんも欲しがるナパの本当に美味しい
少量生産レッドワインをセットにしました！

少量生産につき、本当は凄く美味しいのに、広まっていな
い！をテーマに組んだ今回のナパ・ヴァレー・プレミアムセッ
ト。カルト級のワインはもはや価格が高すぎるので、「知る人ぞ知る」本当に美味しい
ワインをセットでお得に楽しんでいただきたいと思います！総額23,100円のワイン
が12セットのみ16,980円。売り切れの際は申し訳ございません。

限定
12セット

10,230円相当→特別価格 6,600円（税込）

優待券・ポイント対象外

オセアニア3本セット福袋6,600円
ピノ・ノワール3本セット！

バイヤー厳選！コスパ抜群のピノ・ノワールセット！

ピノ・ノワールが大好きなバイヤーが選んだ、ニュージーラ
ンドとオーストラリアの人気生産者が造るピノ・ノワールが3
本入った福袋！1本あたり2,000円代とは思えない内容のワ
インセット！どれもニューワールドらしい親しみやすさと満足
度の高い味わいのピノ・ノワールです。

限定
60セット

赤

赤 赤

赤 アメリカ/赤 赤 赤

109306514 アメリカ/赤 109306486 ニュージーランド・オーストラリア/赤赤 赤 赤

イタリア/赤 赤

フランス/泡

※福袋の販売は12月26日より行っております。

年末
年始
年末
年始福袋福袋

2021-2022年  各国バイヤー厳選のお得な福袋！

2



6,160円相当→特別価格 3,300円（税込）

冷蔵品

冷蔵品

優待券・ポイント対象外

60%OFF

30%OFF空輸の状況により一部商品が変わる場合があります。

セット内容：フラヴァンストッパー、専用脱酸素剤全30個、funvinoバキュームストッパー１個

フランス・イタリア・スペイン109306495 フランス・イタリア・スペイン109306515

イタリア・アメリカ・オーストラリア109306507 スペイン・イタリア・南アフリカ109306496

イタリア/スペイン304101386

【2021-2022年福袋】

3本3,300円 福袋A
欧州3か国 赤･赤･赤 3本セット

欧州3か国のとってもお得な赤ワイン3本セット！
【2021-2022年福袋】

3本3,300円 福袋B
泡・白・赤 3本セット

気軽に！楽しく！泡・白・赤のお勧めワイン3本セット！

毎年一番最初に売り切れとなる大人気のヨーロッパの主要
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。

限定
120セット

6,655円相当→特別価格 3,300円（税込）

優待券・ポイント対象外

【2021-2022年福袋】

3本5,720円 福袋D
泡・白･赤 3本セット

ちょっと贅沢な泡・白・赤のお勧めワイン3本セット！
【2021-2022年福袋】

3本3,300円 福袋C
濃厚ワイン 3本セット

冬にはやっぱりコレ！濃厚赤ワイン3本セット！
43%OFF

スペインの泡、イタリアの白、フランスの赤がバランスよく
入った泡・白・赤3本セット！気軽にお家のみの場合、前菜か
らメインまでこのセットで安心です。
また、その日の気分で泡・白・赤と選んでもよし！
いいとこどりのお気軽3本セットです！

限定
72セット

優待券・ポイント対象外

優待券・ポイント対象外

寒い季節にはボリューム感のある赤ワインが最高！
このセットは濃厚ワインを産出するイタリア、アメリカ、オー
ストラリアの力強いワインがお好きな方におすすめの赤ワイ
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。

限定
72セット

10,120円相当→特別価格 5,720円（税込）

優待券・ポイント対象外

今年が初登場となる、スペインの泡、イタリアの白、南アフリ
カの赤のちょっと贅沢な3本セットとなります。
福袋に入れるのが勿体ない位のワインを揃えました。
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！

限定
60セット

6,500円相当→特別価格 3,240円（税込）

①②3,680円相当→特別価格 各1,472円（税込）

6,600円相当→特別価格 4,620円（税込）

5,450円相当→特別価格 2,900円（税込）

優待券・ポイント対象外304101387

【2021-2022年】年末年始スペシャルチーズセット
お客様の喜ぶ顔が見たくて、やりすぎなくらい豪華なセットを作りました！

今年もお客様の喜ぶ顔が見
たくてセットものには入るは
ずのない人気商品集めまし
た！今回のチーズセットは「と
にかく美味しいもの！」を集め
ました。①今回の目玉！白雪
のようなフワフワの白カビの中には濃厚で食べたら
うっとりするおいしさのコク深いクリームが入っている
当店の人気NO１の白カビチーズプチグレシャンペノ
ア。②価格沸騰のため入荷出来なかったコクがあって
クリーミーな往年の人気チーズカプリュスデデュー。③
塗るだけでちょっとしたデザートの完成♪サンモレク
リームチーズ④超便利！おつまみに、お料理に、おやつ
に多くの用途に答えてくれるフレーク状のグラナパ

ダーノ。⑤みんな大好き♪旨味たっぷりのゴーダチーズ、ベームスターの食べきりタイプ。

数年ぶりに
復活した食
品のお楽し
み袋！気合い
を入れてつく
りました！バ
イヤー渾身の中身です！①24ケ月熟
成の長い余韻が最高！イタリア生ハム
界の『王』パルマ産プロシュート。②
10ヶ月熟成の食べやすいハモンセ
ラーノ。円盤型なので、そのままお皿に

盛ればバル気分♪③塩味が穏かでマイルドな味わいのコッパ。④中挽きのサラミは、
脂身と赤身のバランスが良く繊細な味わい。⑤食感がよい浅漬け感覚のシチリア産
種付きグリーンオリーブ。大人から子供まで美味しく食べれるものばかりです。ご家庭
用・手土産用として、幅広いシーンで活躍すること間違いなし！

フランス402003396

Lehmann
オパール シャンパングラス
160cc
【6脚セット30%OFF】

気軽な乾杯時に重宝します！
シンプルなシャンパングラス
人気No,1！

フランスシャンパーニュ地方のシャンパン発祥の地、ラン
スにあるグラスメーカー「レーマン」のマシンメイドグラ
ス。実用的かつ洗練されたデザインと、食器洗浄機にも
対応可能な耐久性が魅力！お値段以上のクオリティと満
足感があります。大人数が集まるときに重宝しますね。
※バラでのお買上も可能です（1脚1100円）

優待券・ポイント対象外①402003305 ②402003306

フラヴァン（M/L）にカラーストッパー
１点がついてくる！ワイン酸化防止
にお役立ち簡単セット！

高性能ワインストッパー&人気のカラーストッパー

難しい操作も無く、酸素除去剤を付けたキャップをはめるだ
けでワインの酸化を防いでくれます。使い方が簡単なので誰
でも均一な性能を期待できます。キャップにセットする高性
能酸素吸収剤は瓶内の残存酸素を素早く、且つ完全に除去（８時間以内に99%除
去）する事によって、ワインの変
質を約1～3ヶ月間防ぎます。
通常別売りの専用脱酸素30個
入りも付属で60%OFF！お買い
逃がしなく！※Mはボルドー瓶
に、Lはブルゴーニュ、スパーク
リング瓶に適しています。

限定
80セット

限定
30セット

迷ったらコレ！ 手土産にも最適です！
5,984円相当→特別価格 3,300円（税込）

優待券・ポイント対象外

【2021-2022年】年末年始スペシャル生ハムセット
とことん「食べやすい！美味しい！」にこだわって作ったお得なセット！！

限定
60セット

① ②
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54

今月のおすすめワイン「ハイレベルなデイリーワインから、特別な時に飲みたい高級レンジまで、スタッフが本気でオススメする1本です！」

スペイン/赤

フランス/シャンパーニュ アメリカ/白 アメリカ/オレンジ

ドメーヌ・ラ・ロッシュ・ビュイシエール
プティ・ジョー NV（2018+2019）

帰ってきた人気者ナチュール☆ バランスがいい！旨味系デイリーナチュールはこちら！

109306354 フランス/赤 税込み2300円の人気銘柄が久しぶりの入荷です！

カ・デル・ボスコ　
フランチャコルタ キュヴェ・プレステージ エディツィオーネ N.V.

カ・デル・ボスコのキュヴェ・プレステージがリニューアル！NVをリリースしてから43番目のVT！

瓶内二次発酵、長期熟成で造られるイタリア最高峰のスパークリング「フランチャコルタ」。2021年10月よりNV
のキュヴェ・プレステージのワインがリニューアル！カ・デル・ボスコがNVをリリースしてから43番目のVTという
ことで、ラベルに43の文字が、今後は44、45と記載されていくそうです。43は2018年のキュヴェが主となって
おり、2018年が81％、2017年が7％、2016年が12％というブレンド。また、葡萄のセパージュも以前よりシャ
ルドネの比率が上がっています。カ・デル・ボスコの特徴は「ベリースパ」と呼ばれる洗浄システムで葡萄を洗って
いること、そのためよりピュアで長期熟成も可能、酸化防止剤もマックス47ｍｇ/ℓまで減らしています。新たな
ステージに入ったカ・デル・ボスコで新年のお祝いを！

109100835

ヴィエ・ディ・ロマンス シャルドネ 2019
世界中の白ワイン愛好家を魅了するシャルドネ！

109003667 イタリア/白

イタリア/赤

イタリア/赤

イタリア/白泡

109302483

エウダルド・マッサナ・ノヤ カヴァ・ファミリア・ブリュット・ナチュレ N.V
2021年度スペインスパークリングワイン売上ナンバーワン！

シャンパーニュと間違えるほどのキメ細やかな洗練された泡。熟したリンゴやフェ
ンネルの香りが心地よい。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）で栽培された自社畑のブドウのみを使用。その為、糖度がとても
高く、味わいにも反映されています。ノンヴィンテージですが、程よく古い原酒が使
われているので、熟した青リンゴを思わせる香りと、熟成感たっぷりの深い味わい
が楽しめます。余韻は香ばしく清々しい。チャレッロ/マカベオ/パレリャーダの黄金
ブレンド。シャンパンを凌駕する味わいの最高に旨いカヴァ！

109102016

フィールド・レコーディングス スキンズ 2020
アメリカで一番売れているオレンジワイン日本初上陸！

カリフォルニア州パソ・ロブレスで、革新的な若い生産者が立ち並ぶエリアに拠点を構えます。アンド
リュー・ジョーンズは元苗木屋で、セントラル・コーストのほぼ全てのワイン畑を回った中で、ダイヤモ
ンドの原石とも云うべき、高品質でリズナブルなブドウが育つ畑に鋭い目を向けました。少量の珍し
い畑から、ピュアでソウルフルなワインを造ります。通常より遥かに長いスキンコンタクトを行ってい
ますが、澄んでいて綺麗なオレンジワイン。タンジェリンのフレーバーが秀逸で、酸とのバランスも最
高です。おせち料理など、幅広い食事と共に、ゆったりお楽しみください。洗練された味わいから、ア
メリカで一番売れているオレンジワインだそうです！シュナン・ブラン41％、ピノ・グリ37％、アルバ
リーニョ9％、ベルデホ8％、リースリング5％

109306516

96ポイント カベルネ・ソーヴィニヨン ローダイ 2018

あなたは、このワインに何点をつけますか？
全てのワイン愛好家に向けて造られた濃厚カベルネ！

ボニー・ドゥーンなどの人気ワインブランドを手掛けるウォーム・セラーズの新ブランド
です。「すべてのワインのために、すべての人々のためのワインを。」という考えをモッ
トーに、上質で優れたワインを適正な価格で造る努力を重ねています。ブランド名の96
ポイントは、皆が美味しいと認めるに値する96点、完璧な100点ではないが間違いなく
自信があるという、正直な評価をワイン名にしています。冴えわたるような濃厚な果実
味とふくよかなボディが生み出す満足感は、このワインのほかにありません。一握りの
評論に左右されることのない、確かなこだわりを堪能ください！

109305964

109306489

スターレーン・ヴィンヤード カベルネ・ソーヴィニヨン
ハッピー・キャニオン・オブ・サンタ・バーバラ 2009

予約受注のみの限定品（40本）！リリース当初より期待された2009！

オーパス・ワンにブラインドで勝利した驚異のワイナリー！当店でも大人気のスター・
レーンは、1996年、カリフォルニア州サンタ・バーバラの最東端、サンタ・イネズ・ヴァ
レーにディアバーグ夫妻によって設立。当時は、無名であった産地をAVA昇格に起因し
た伝説的な造り手です。2005年にアメリカ各地で行ったブラインドテイスティングで、
オーパスワンなど並み居る強豪を押しのけ最高評価を得たという伝説的なワイン！リ
リース当初より熟成ポテンシャルを期待された2009年。ストラクチャーが整い見事に
進化しました。カリフォルニア倉庫からの蔵出し限定品です！

109107361 アメリカ/赤

クレンデネン・ファミリー アリゴテ ル・ボン・クリマ 2019

遂に初入荷！オー・ボン・クリマ。
故ジム・クレンデネン氏プライベートブランドの限定アリゴテ！

世界的に大人気のオー・ボン・クリマ。こちらは2021年5月に亡くなった故ジム・クレン
デネンが2000年に立ち上げたプライベートワイナリーです。「クレンデネンの真髄を知
るには、ル・ボン・クリマを飲むべきである。」と言われる自社畑は秀逸なシャルドネを生
むことで有名ですが、少量のみアリゴテを生産しています。日本への入荷は毎年ごく僅
かのため、限られた店舗でしか販売されていない、このワインの特徴は、爽やかなレモ
ンゼスト、黄色いメロンのような芳醇な香り。ブルゴーニュの酸味の強いアリゴテとは一
線を画す、芳醇で飲みごたえのあるコクを持っています。

109306463

ダイヤモンド酒造　
シャンテ・Y.A マスカット・ベーリーA Ycube 2017

マスカット・ベーリーAのイメージを覆す、日本を代表する赤！

ダイヤモンド酒造の三代目、雨宮吉男氏はフランスのボルドー大学やブルゴーニュ
のシモン・ビーズなどでの修行経験を生かし、日本らしいワイン造りを行っています。
山梨県韮崎市穂坂地区・２軒の契約農家の厳選した完熟マスカット・ベーリーAを
使用。爽やかな果実味と綺麗な酸が特徴です。やや紫がかった濃い赤にバニラとよ
く熟したリッチな果実味、そして洗練された渋みを感じる。”Ycube”はブルゴーニュ
のクリュ・ボジョレを意識して造られたキュヴェ。

109302729 日本/赤

ダーレンベルグ ダリーズ・オリジナル・グルナッシュ・
シラーズ 2018

バイヤー激押し！ダーレンベルグの素晴らしさを体感してください！

1912年に南オーストラリア州のマクラーレン・ヴァイルに本拠地を構えるワイナ
リー。オーストラリアにおける「ローヌ品種の第一人者」と言われ、オーストラリアワ
インを世界に知らしめた名門。このダリーズ・オリジナルはワインメーカーの一番
のお気に入りキュヴェ。野生イチゴなどの芳醇な赤い果実。ドライハーブやスパイ
スのエキゾチック風味を支える豊かな酸とタンニンがあります。ザクロ、プラムの
芳醇な風味と緻密なタンニンをシラーズが滑らかに包みます。

オーストラリア/赤

アメリカ/赤

3,300円（税込） 9,900円（税込）

通常価格 3,190円→2,970円（税込）

ハスケル 76
カベルネ・ソーヴィニヨン 2019

とにかく美味しい。とても2千円台前半とは思えない出来です！

アメリカ人のハスケル氏が土地のポテンシャルに魅了され2002年に購入した畑から
ブドウを収穫し、年産60,000本ながらデイリーで楽しめる価格でリリースされる秀逸
なワイン。ブドウは4つのブロックから朝早い涼しい時間に収穫。2つは北西向き斜面
で、一つは岩がゴロゴロした畑、もう一つは南向きの斜面で砂利質。灌漑は必要時のみ
行うオーガニック畑です。しっかりとした渋みとボディ、完熟した黒い果実の風味が口
中に広がり、中盤以降はなめらかに長いフィニッシュへと続きます。とても2千円台前半
とは思えない出来の素晴らしい味わい。非常におすすめです。

109306517 南アフリカ/赤

限定36本

限定40本！

店頭限定 限定5セット

店頭限定 限定6セット

スペイン/泡白

オーストラリア/赤＆蜂蜜

オーストラリア/赤 スロヴェニア/グラス

ドメーヌ・ナチュラリスト 
アルトゥス・シャルドネ 2019＆
トリュフハニー・セット

気分が上がること間違いなし！極上セット！

オーストラリアを代表する冷涼な産地が西オーストラリア州。オー
ストラリアの中でも、しっかりとした酸とミネラル分が豊富なワイン
ができる産地の極上のシャルドネと、同じく西オーストラリア産の凝
縮感溢れるトリュフ入り蜂蜜のセット。様々な食材に合わせてお楽
しみください。

109306510
304101358

109306482

イタリアで最も尊敬され信頼を集める北イタリア白ワインの巨匠。ワイナリーの所在
する場所に、ローマ時代の道が有り、この道はアクイレイアからチヴィダーレという
街を結ぶ道でした。ローマ人の道という意味で、Vie di Romans＝ヴィエディロマ
ンス。バニラ、トースト、パイナップルや熟れた洋梨の香りがたっぷり楽しめるワイン
は、構成はかなりしっかりしているのにしっとりとエレガント。芳醇な果実味と上品な
酸のバランスが素晴らしく高いレベルで共存しています。じっくり時間をかけて楽し
みたい大人のワイン。オーク樽で8ヶ月間
熟成、その後、9ヶ月以上瓶熟成。

ウマニ・ロンキ　
クマロ コーネロ・リゼルヴァ DOCG 2015

長きに渡り愛されるコーネロリゼルヴァの最高峰「クマロ」
109306073

カステッロ・ディ・モンサント キャンティ・クラッシコ 
DOCG リゼルヴァ 2015

昨年完売した2015年のモンサントが少量再入荷！お見逃しなく！
109306289

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。2015年は熟成も期待できる圧倒
的ポテンシャル、すでに現行は2017年ですので、お見逃しなく！【ワインスペクター94
点】【パーカポイント90点】【ジェームスサックリング96点】

3,960円（税込）

通常価格 11,000円→8,800円（税込）

ニュージーランド/赤

ペガサス・ベイ ピノ・ノワール 2015
最高のポテンシャル！ワイパラのトップ生産者が仕込む極上のピノ・ノワール！

ニュージーランドのTOP5に選ばれた代表生産者。ワイパラは、南島のクライスト
チャーチの北にある産地で、ペガサス湾から冷涼な潮風が吹きこみ、ハングタイム
が長く、凝縮したブドウが収穫出来る産地です。2015年は、春の平均気温よりも涼
しいため、房はやや小さくなり、果実の濃度が高くなりませんでしたが、その後、暖
かい夏と秋が長く続き、やや小さいながらも最適な熟度にて収穫することができま
した。鮮やかなルビーカラー、ラズベリーやザクロ、チェリー、プラムに胡椒とクロー
ブのスパイスの香りが混じります。ブラックオリーブのタプナードのような豊かな風
味があり、凝縮しているが、爽やかなミネラル感もあります。

109103728

7,480円（税込）

アルゼンチン/赤

ズッカルディ Q マルベック 2017
しっとりと濃厚な黒ワインはいかが？

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。このマルベックはコンクリートタンクと樽にて12ヶ月熟
成。青みがかった濃い色合いで骨格がしっかりとし、力強いタンニンがある。一味
違う上質のアルゼンチン赤！

109204525

2,750円（税込）

フランス/白

ドメーヌ・ルージョ・エ・ペール・エ・フィス ブルゴーニュ・コート・ドール 2019

今年も素晴らしい出来栄え！王道自然派関係なく試して頂きたい
実はムルソー・シャルムのほど近い特別なコート・ドール！

109306522

ボデガス・タゴニウス 
セニョリオ・デ・タフーニャ・レセルバ 2006

2021年度スペイン赤ワイン売上ナンバーワン！

ブラインドで出せば必ず誰しもが「価格は5,000円以上、15年以上は熟成されたワイ
ン」と答えるほどの上質で洗練された味わい！しかも1,500円とはさらに驚き！ボデガ
ス・タゴニウスは、首都マドリッドにある都市郊外型ワイナリー。熟成はアメリカンオーク
樽225Lで12ヶ月。その後、24ヶ月以上の瓶内熟成を経て出荷。熟した果実とスパイス
の香り、ほのかにカカオやバニラのニュアンスも。長期熟成による複雑味、厚みのある
ボディ、長い余韻が楽しめます。この価格でこの味わい、熟成感のあるワインはまずあり
ません！※抜栓の前に裏面の注意事項を必ずお読みください。

109304751

“ムルソー・シャルムから僅か数百メートル”という素晴らしいロケーションのブドウを使用し、去年大人気銘柄となった
ムルソーの至宝ルージョのコート・ドール・グラン・グッド。有機農法で育てられ、2019年に
なり値上がりしたものの、試飲した際のよく熟したブドウのエキス、透明感がありながらも
柔らかく、安納芋のような、優しい果実味とふくよかさな一面も見せてくれました。これは凄
い…。余韻はウイスキーのようなユニークな余韻も覗かせます…。この味わいが4000円代
で楽しめるなんて…。去年大人気を
博した味わいをお見逃しなく！ 通常価格 5,137円→4,950円（税込）

40年以上ブドウの品質とテロワールにこだわった自然派栽培を続けるドメーヌが作る当店の人気自然派ワインが久しぶり
の入荷！1974年、先代のピエール氏が、7haの農場で果樹栽培を始めたのが始まり。当初から環境保全を念頭に置いた農
業を行い、すぐに「ナチュール・エ・プログレ」「エコセール」にも認定。ジュワッ！と溢れる果実味と旨味。やや濃い目で柔らか。
甘みも感じるくらいジューシー！見た目よりタンニンが穏やかな事と酸が高すぎない事で、飲みかけを冷蔵庫に入れて、翌日
それを出してすぐ飲んで美味しいですよ！グルナッシュ60％、シラー40％、年は2018年と2019年のアッサンブラージュ。デイ
リー価格のナチュールがこの価格はすごく嬉しい！バランスが
とても良いのでナチュールワイン入門にもオススメです！ 通常価格 2,640円→2,300円（税込）

ロベール・シュヴィヨン 
ニュイ・サン・ジョルジュ V・V 2015

限定6本！ブルゴーニュの名門が造るバックヴィンテージが
嬉しい価格でご紹介！

109305912 フランス/赤 限定6本！シュヴィヨン兄弟のバックヴィンテージ！

ブルゴーニュの代表的生産者な蔵元であるロベール・シュヴィヨンからバックヴィ
ンテージのご案内！こちらは当店に夏頃入荷し、年末用に寝かせていた良年2015
年。もちろん彼らシュヴィヨン兄弟の本拠地ニュイ・サン・ジョルジュ！畑の樹齢は高
く、優に50年を超えます。とても暖かく熟したブドウが魅力的な2015年、ブルゴー
ニュ・ファンはお見逃しなく！

通常価格 10,450円→8,800円（税込）

シャトー・ファーゲェロール シャトーヌフ・デュ・パフ・
トラディション・ルージュ 2019

一部で話題になっている銘柄！
あのシャトーヌフ・デュ・パフが4000円前半代で購入できるなんて…。

109306344 フランス/赤 日本に僅か240本のみ入荷した話題シャトーヌフ・デュ・パフ！

シャトーヌフ・デュ・パフといえばローヌ地方で最も歴史のある原産地呼称の一つとされ、"教皇の新しい館"という意味を
持ち、高品質なワインを生産し続けています。このファーゲェロールはなんと14世紀からの歴史があり、アヴィニョン大司
教管轄下において現在と変わらずレヴォルティエ家が同蔵を所有していたと明記されています。味わいはブドウの美味し
さが前面に出ており親しみやすい味わい。まるで現地で飲まれているワインを飲んでいる、そんなイメージです。なかなか
手が出にくいエリアですが、ファーゲェロールのこの銘柄
から歴史あるエリアを楽しまれてはいかがでしょうか?? 通常価格 4,598円→4,455円（税込）

ルイナール ブリュット ブラン・ド・ブラン セカンドスキン N.V

世界最古のメゾンが新たな挑戦
環境に配慮した『セカンドスキン』が登場！

1010908241 新たなパッケージが目を引くルイナールの
スタイリッシュなボトル！

今年も美味しい！グラングット！シャルドネ好きはぜひお買い求めください！

当店でも大人気の老舗メゾン、ルイナールから新たなギフトパッケージが登場。2
年以上かけて開発された『セカンドスキン』は、近年様々なメゾンで注目されてい
るサスティナブルの考えを取り入れ、従来までの外箱より9倍軽く、二酸化炭素排
出量は60%削減しました。遮光性を兼ね備え劣化を防ぎ、防水性もあるためこの
まま氷水で冷やしても◎保冷効果も期待できるため、今まで以上にルイナールを
お楽しみいただけます！ 12,100円（税込）

通常価格 5,500円→5,280円（税込）

5,170円（税込） 通常価格 2,860円→2,640円（税込）

3,905円（税込）1,650円（税込）

通常価格 6,160円→5,940円（税込） 通常価格 5,549円→5,170円（税込）

ウマニ・ロンキはマルケ州のリーダー的存在のワイナリー。クマロは20年以上に
わたって愛されてきた銘品。マルケ州にあるコーネロ山のギリシャ名“クマロ”に
由来。バリック（小樽）で約16ヶ月熟成。コクとやわらかな渋みが調和した贅沢な造
りのワインです。かなり固いので、抜栓2日目以降の方がギスギスした角がとれク
マロ本来のポテンシャルを楽しめます。1967年「ロッソ・コーネロ」がDOC認定。
2004年、ロッソ・コーネロを熟成させたリゼルヴァがDOCGに昇格しています。

スペイン/白

ボデガス・アルセーニョ ホフマン ソーヴィニヨン・ブラン 2020
2021年度スペイン白ワイン売上ナンバーワン！

香りも桃、味わいも桃、とにかく桃感満載の激旨スペイン産ソーヴィニヨ
ン・ブラン！ボデガス・アルセーニョは、1870年創業の古い歴史を持つワ
イナリーで現当主は4代目。輝きのある淡い黄色の外観。桃やアンズ、トロ
ピカルフルーツなどのフレッシュで熟した果実に白い花やほんのりと蜜の
ような心地よい香り。ほど良い凝縮感のある果実は優しさを感じながらも
しっかりとした酸に支えられ、とても良くバランスが取れています。良い意
味でソーヴィニヨンらしくないソーヴィニヨンです。価格を考えると断然お
買い得といえる掘り出し物的ワインです。 1,760円（税込）

通常価格 2,750円→2,530円（税込）

ペンフォールズ セント・アンリ・シラーズ 2014＆
ジャンシス・ロビンソン・ワイングラス・ペアセット

特別な夜にはこれで決まり！

南オーストラリア州を代表する生産者「ペンフォールズ」。1849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。1,460Lの大樽を使用した「セント・アンリ」はグラン
ジと対比されるスタイル。卓越したフィネスとシラーズの力強さを存分に味わえま

す。そして、英国王室のセラーワインアドバイザーであり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」と世界的なプロダクトデザイナーにより開発されたスペシャルグラスがセッ
トになった、今回限りの特別価格でご用意しました。 通常価格 30,800円→24,200円（税込）

①エラスリス マックス レゼルヴァ 
　カベルネ・ソーヴィニヨン
②エラスリス マックス レゼルヴァ シャルドネ

今年の年始はチリの至宝のカベルネとシャルドネで決まり！

①109306349
②109306350

ボルドー１級に勝利したヴィニエドチャドウィックなど、数々の伝説を創り続けるチリの名門エラ
スリス。世界で最も優れたカベルネを生み出す、カベルネの聖地アコンカグアバレーをほぼ独占。
テロワールを尊重して自社畑から洗練されたエレガントなワインを産むという創業者の哲学を

継承しワイン造りをしています。マックスレゼルヴァはアコンカグアに所有する自社畑マックスヴィンヤードに因み名づけ
られました。カベルネはナッツやチョコレート、チェリーなどのアロマ、バランスの取れた酸にきめ細やかなタンニンが続き
ます。シャルドネはバニラや焼き菓子のニュアンス、きれいな酸が魅力です。

① ② チリ/赤 白

①赤②白 各1,650円（税込）

2,310円（税込）

12本限定！

数量限定入荷！
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今月のおすすめワイン「ハイレベルなデイリーワインから、特別な時に飲みたい高級レンジまで、スタッフが本気でオススメする1本です！」

スペイン/赤

フランス/シャンパーニュ アメリカ/白 アメリカ/オレンジ

ドメーヌ・ラ・ロッシュ・ビュイシエール
プティ・ジョー NV（2018+2019）

帰ってきた人気者ナチュール☆ バランスがいい！旨味系デイリーナチュールはこちら！

109306354 フランス/赤 税込み2300円の人気銘柄が久しぶりの入荷です！

カ・デル・ボスコ　
フランチャコルタ キュヴェ・プレステージ エディツィオーネ N.V.

カ・デル・ボスコのキュヴェ・プレステージがリニューアル！NVをリリースしてから43番目のVT！

瓶内二次発酵、長期熟成で造られるイタリア最高峰のスパークリング「フランチャコルタ」。2021年10月よりNV
のキュヴェ・プレステージのワインがリニューアル！カ・デル・ボスコがNVをリリースしてから43番目のVTという
ことで、ラベルに43の文字が、今後は44、45と記載されていくそうです。43は2018年のキュヴェが主となって
おり、2018年が81％、2017年が7％、2016年が12％というブレンド。また、葡萄のセパージュも以前よりシャ
ルドネの比率が上がっています。カ・デル・ボスコの特徴は「ベリースパ」と呼ばれる洗浄システムで葡萄を洗って
いること、そのためよりピュアで長期熟成も可能、酸化防止剤もマックス47ｍｇ/ℓまで減らしています。新たな
ステージに入ったカ・デル・ボスコで新年のお祝いを！

109100835

ヴィエ・ディ・ロマンス シャルドネ 2019
世界中の白ワイン愛好家を魅了するシャルドネ！

109003667 イタリア/白

イタリア/赤

イタリア/赤

イタリア/白泡

109302483

エウダルド・マッサナ・ノヤ カヴァ・ファミリア・ブリュット・ナチュレ N.V
2021年度スペインスパークリングワイン売上ナンバーワン！

シャンパーニュと間違えるほどのキメ細やかな洗練された泡。熟したリンゴやフェ
ンネルの香りが心地よい。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）で栽培された自社畑のブドウのみを使用。その為、糖度がとても
高く、味わいにも反映されています。ノンヴィンテージですが、程よく古い原酒が使
われているので、熟した青リンゴを思わせる香りと、熟成感たっぷりの深い味わい
が楽しめます。余韻は香ばしく清々しい。チャレッロ/マカベオ/パレリャーダの黄金
ブレンド。シャンパンを凌駕する味わいの最高に旨いカヴァ！

109102016

フィールド・レコーディングス スキンズ 2020
アメリカで一番売れているオレンジワイン日本初上陸！

カリフォルニア州パソ・ロブレスで、革新的な若い生産者が立ち並ぶエリアに拠点を構えます。アンド
リュー・ジョーンズは元苗木屋で、セントラル・コーストのほぼ全てのワイン畑を回った中で、ダイヤモ
ンドの原石とも云うべき、高品質でリズナブルなブドウが育つ畑に鋭い目を向けました。少量の珍し
い畑から、ピュアでソウルフルなワインを造ります。通常より遥かに長いスキンコンタクトを行ってい
ますが、澄んでいて綺麗なオレンジワイン。タンジェリンのフレーバーが秀逸で、酸とのバランスも最
高です。おせち料理など、幅広い食事と共に、ゆったりお楽しみください。洗練された味わいから、ア
メリカで一番売れているオレンジワインだそうです！シュナン・ブラン41％、ピノ・グリ37％、アルバ
リーニョ9％、ベルデホ8％、リースリング5％

109306516

96ポイント カベルネ・ソーヴィニヨン ローダイ 2018

あなたは、このワインに何点をつけますか？
全てのワイン愛好家に向けて造られた濃厚カベルネ！

ボニー・ドゥーンなどの人気ワインブランドを手掛けるウォーム・セラーズの新ブランド
です。「すべてのワインのために、すべての人々のためのワインを。」という考えをモッ
トーに、上質で優れたワインを適正な価格で造る努力を重ねています。ブランド名の96
ポイントは、皆が美味しいと認めるに値する96点、完璧な100点ではないが間違いなく
自信があるという、正直な評価をワイン名にしています。冴えわたるような濃厚な果実
味とふくよかなボディが生み出す満足感は、このワインのほかにありません。一握りの
評論に左右されることのない、確かなこだわりを堪能ください！

109305964

109306489

スターレーン・ヴィンヤード カベルネ・ソーヴィニヨン
ハッピー・キャニオン・オブ・サンタ・バーバラ 2009

予約受注のみの限定品（40本）！リリース当初より期待された2009！

オーパス・ワンにブラインドで勝利した驚異のワイナリー！当店でも大人気のスター・
レーンは、1996年、カリフォルニア州サンタ・バーバラの最東端、サンタ・イネズ・ヴァ
レーにディアバーグ夫妻によって設立。当時は、無名であった産地をAVA昇格に起因し
た伝説的な造り手です。2005年にアメリカ各地で行ったブラインドテイスティングで、
オーパスワンなど並み居る強豪を押しのけ最高評価を得たという伝説的なワイン！リ
リース当初より熟成ポテンシャルを期待された2009年。ストラクチャーが整い見事に
進化しました。カリフォルニア倉庫からの蔵出し限定品です！

109107361 アメリカ/赤

クレンデネン・ファミリー アリゴテ ル・ボン・クリマ 2019

遂に初入荷！オー・ボン・クリマ。
故ジム・クレンデネン氏プライベートブランドの限定アリゴテ！

世界的に大人気のオー・ボン・クリマ。こちらは2021年5月に亡くなった故ジム・クレン
デネンが2000年に立ち上げたプライベートワイナリーです。「クレンデネンの真髄を知
るには、ル・ボン・クリマを飲むべきである。」と言われる自社畑は秀逸なシャルドネを生
むことで有名ですが、少量のみアリゴテを生産しています。日本への入荷は毎年ごく僅
かのため、限られた店舗でしか販売されていない、このワインの特徴は、爽やかなレモ
ンゼスト、黄色いメロンのような芳醇な香り。ブルゴーニュの酸味の強いアリゴテとは一
線を画す、芳醇で飲みごたえのあるコクを持っています。

109306463

ダイヤモンド酒造　
シャンテ・Y.A マスカット・ベーリーA Ycube 2017

マスカット・ベーリーAのイメージを覆す、日本を代表する赤！

ダイヤモンド酒造の三代目、雨宮吉男氏はフランスのボルドー大学やブルゴーニュ
のシモン・ビーズなどでの修行経験を生かし、日本らしいワイン造りを行っています。
山梨県韮崎市穂坂地区・２軒の契約農家の厳選した完熟マスカット・ベーリーAを
使用。爽やかな果実味と綺麗な酸が特徴です。やや紫がかった濃い赤にバニラとよ
く熟したリッチな果実味、そして洗練された渋みを感じる。”Ycube”はブルゴーニュ
のクリュ・ボジョレを意識して造られたキュヴェ。

109302729 日本/赤

ダーレンベルグ ダリーズ・オリジナル・グルナッシュ・
シラーズ 2018

バイヤー激押し！ダーレンベルグの素晴らしさを体感してください！

1912年に南オーストラリア州のマクラーレン・ヴァイルに本拠地を構えるワイナ
リー。オーストラリアにおける「ローヌ品種の第一人者」と言われ、オーストラリアワ
インを世界に知らしめた名門。このダリーズ・オリジナルはワインメーカーの一番
のお気に入りキュヴェ。野生イチゴなどの芳醇な赤い果実。ドライハーブやスパイ
スのエキゾチック風味を支える豊かな酸とタンニンがあります。ザクロ、プラムの
芳醇な風味と緻密なタンニンをシラーズが滑らかに包みます。

オーストラリア/赤

アメリカ/赤

3,300円（税込） 9,900円（税込）

通常価格 3,190円→2,970円（税込）

ハスケル 76
カベルネ・ソーヴィニヨン 2019

とにかく美味しい。とても2千円台前半とは思えない出来です！

アメリカ人のハスケル氏が土地のポテンシャルに魅了され2002年に購入した畑から
ブドウを収穫し、年産60,000本ながらデイリーで楽しめる価格でリリースされる秀逸
なワイン。ブドウは4つのブロックから朝早い涼しい時間に収穫。2つは北西向き斜面
で、一つは岩がゴロゴロした畑、もう一つは南向きの斜面で砂利質。灌漑は必要時のみ
行うオーガニック畑です。しっかりとした渋みとボディ、完熟した黒い果実の風味が口
中に広がり、中盤以降はなめらかに長いフィニッシュへと続きます。とても2千円台前半
とは思えない出来の素晴らしい味わい。非常におすすめです。

109306517 南アフリカ/赤

限定36本

限定40本！

店頭限定 限定5セット

店頭限定 限定6セット

スペイン/泡白

オーストラリア/赤＆蜂蜜

オーストラリア/赤 スロヴェニア/グラス

ドメーヌ・ナチュラリスト 
アルトゥス・シャルドネ 2019＆
トリュフハニー・セット

気分が上がること間違いなし！極上セット！

オーストラリアを代表する冷涼な産地が西オーストラリア州。オー
ストラリアの中でも、しっかりとした酸とミネラル分が豊富なワイン
ができる産地の極上のシャルドネと、同じく西オーストラリア産の凝
縮感溢れるトリュフ入り蜂蜜のセット。様々な食材に合わせてお楽
しみください。

109306510
304101358

109306482

イタリアで最も尊敬され信頼を集める北イタリア白ワインの巨匠。ワイナリーの所在
する場所に、ローマ時代の道が有り、この道はアクイレイアからチヴィダーレという
街を結ぶ道でした。ローマ人の道という意味で、Vie di Romans＝ヴィエディロマ
ンス。バニラ、トースト、パイナップルや熟れた洋梨の香りがたっぷり楽しめるワイン
は、構成はかなりしっかりしているのにしっとりとエレガント。芳醇な果実味と上品な
酸のバランスが素晴らしく高いレベルで共存しています。じっくり時間をかけて楽し
みたい大人のワイン。オーク樽で8ヶ月間
熟成、その後、9ヶ月以上瓶熟成。

ウマニ・ロンキ　
クマロ コーネロ・リゼルヴァ DOCG 2015

長きに渡り愛されるコーネロリゼルヴァの最高峰「クマロ」
109306073

カステッロ・ディ・モンサント キャンティ・クラッシコ 
DOCG リゼルヴァ 2015

昨年完売した2015年のモンサントが少量再入荷！お見逃しなく！
109306289

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。2015年は熟成も期待できる圧倒
的ポテンシャル、すでに現行は2017年ですので、お見逃しなく！【ワインスペクター94
点】【パーカポイント90点】【ジェームスサックリング96点】

3,960円（税込）

通常価格 11,000円→8,800円（税込）

ニュージーランド/赤

ペガサス・ベイ ピノ・ノワール 2015
最高のポテンシャル！ワイパラのトップ生産者が仕込む極上のピノ・ノワール！

ニュージーランドのTOP5に選ばれた代表生産者。ワイパラは、南島のクライスト
チャーチの北にある産地で、ペガサス湾から冷涼な潮風が吹きこみ、ハングタイム
が長く、凝縮したブドウが収穫出来る産地です。2015年は、春の平均気温よりも涼
しいため、房はやや小さくなり、果実の濃度が高くなりませんでしたが、その後、暖
かい夏と秋が長く続き、やや小さいながらも最適な熟度にて収穫することができま
した。鮮やかなルビーカラー、ラズベリーやザクロ、チェリー、プラムに胡椒とクロー
ブのスパイスの香りが混じります。ブラックオリーブのタプナードのような豊かな風
味があり、凝縮しているが、爽やかなミネラル感もあります。

109103728

7,480円（税込）

アルゼンチン/赤

ズッカルディ Q マルベック 2017
しっとりと濃厚な黒ワインはいかが？

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。このマルベックはコンクリートタンクと樽にて12ヶ月熟
成。青みがかった濃い色合いで骨格がしっかりとし、力強いタンニンがある。一味
違う上質のアルゼンチン赤！

109204525

2,750円（税込）

フランス/白

ドメーヌ・ルージョ・エ・ペール・エ・フィス ブルゴーニュ・コート・ドール 2019

今年も素晴らしい出来栄え！王道自然派関係なく試して頂きたい
実はムルソー・シャルムのほど近い特別なコート・ドール！

109306522

ボデガス・タゴニウス 
セニョリオ・デ・タフーニャ・レセルバ 2006

2021年度スペイン赤ワイン売上ナンバーワン！

ブラインドで出せば必ず誰しもが「価格は5,000円以上、15年以上は熟成されたワイ
ン」と答えるほどの上質で洗練された味わい！しかも1,500円とはさらに驚き！ボデガ
ス・タゴニウスは、首都マドリッドにある都市郊外型ワイナリー。熟成はアメリカンオーク
樽225Lで12ヶ月。その後、24ヶ月以上の瓶内熟成を経て出荷。熟した果実とスパイス
の香り、ほのかにカカオやバニラのニュアンスも。長期熟成による複雑味、厚みのある
ボディ、長い余韻が楽しめます。この価格でこの味わい、熟成感のあるワインはまずあり
ません！※抜栓の前に裏面の注意事項を必ずお読みください。

109304751

“ムルソー・シャルムから僅か数百メートル”という素晴らしいロケーションのブドウを使用し、去年大人気銘柄となった
ムルソーの至宝ルージョのコート・ドール・グラン・グッド。有機農法で育てられ、2019年に
なり値上がりしたものの、試飲した際のよく熟したブドウのエキス、透明感がありながらも
柔らかく、安納芋のような、優しい果実味とふくよかさな一面も見せてくれました。これは凄
い…。余韻はウイスキーのようなユニークな余韻も覗かせます…。この味わいが4000円代
で楽しめるなんて…。去年大人気を
博した味わいをお見逃しなく！ 通常価格 5,137円→4,950円（税込）

40年以上ブドウの品質とテロワールにこだわった自然派栽培を続けるドメーヌが作る当店の人気自然派ワインが久しぶり
の入荷！1974年、先代のピエール氏が、7haの農場で果樹栽培を始めたのが始まり。当初から環境保全を念頭に置いた農
業を行い、すぐに「ナチュール・エ・プログレ」「エコセール」にも認定。ジュワッ！と溢れる果実味と旨味。やや濃い目で柔らか。
甘みも感じるくらいジューシー！見た目よりタンニンが穏やかな事と酸が高すぎない事で、飲みかけを冷蔵庫に入れて、翌日
それを出してすぐ飲んで美味しいですよ！グルナッシュ60％、シラー40％、年は2018年と2019年のアッサンブラージュ。デイ
リー価格のナチュールがこの価格はすごく嬉しい！バランスが
とても良いのでナチュールワイン入門にもオススメです！ 通常価格 2,640円→2,300円（税込）

ロベール・シュヴィヨン 
ニュイ・サン・ジョルジュ V・V 2015

限定6本！ブルゴーニュの名門が造るバックヴィンテージが
嬉しい価格でご紹介！

109305912 フランス/赤 限定6本！シュヴィヨン兄弟のバックヴィンテージ！

ブルゴーニュの代表的生産者な蔵元であるロベール・シュヴィヨンからバックヴィ
ンテージのご案内！こちらは当店に夏頃入荷し、年末用に寝かせていた良年2015
年。もちろん彼らシュヴィヨン兄弟の本拠地ニュイ・サン・ジョルジュ！畑の樹齢は高
く、優に50年を超えます。とても暖かく熟したブドウが魅力的な2015年、ブルゴー
ニュ・ファンはお見逃しなく！

通常価格 10,450円→8,800円（税込）

シャトー・ファーゲェロール シャトーヌフ・デュ・パフ・
トラディション・ルージュ 2019

一部で話題になっている銘柄！
あのシャトーヌフ・デュ・パフが4000円前半代で購入できるなんて…。

109306344 フランス/赤 日本に僅か240本のみ入荷した話題シャトーヌフ・デュ・パフ！

シャトーヌフ・デュ・パフといえばローヌ地方で最も歴史のある原産地呼称の一つとされ、"教皇の新しい館"という意味を
持ち、高品質なワインを生産し続けています。このファーゲェロールはなんと14世紀からの歴史があり、アヴィニョン大司
教管轄下において現在と変わらずレヴォルティエ家が同蔵を所有していたと明記されています。味わいはブドウの美味し
さが前面に出ており親しみやすい味わい。まるで現地で飲まれているワインを飲んでいる、そんなイメージです。なかなか
手が出にくいエリアですが、ファーゲェロールのこの銘柄
から歴史あるエリアを楽しまれてはいかがでしょうか?? 通常価格 4,598円→4,455円（税込）

ルイナール ブリュット ブラン・ド・ブラン セカンドスキン N.V

世界最古のメゾンが新たな挑戦
環境に配慮した『セカンドスキン』が登場！

1010908241 新たなパッケージが目を引くルイナールの
スタイリッシュなボトル！

今年も美味しい！グラングット！シャルドネ好きはぜひお買い求めください！

当店でも大人気の老舗メゾン、ルイナールから新たなギフトパッケージが登場。2
年以上かけて開発された『セカンドスキン』は、近年様々なメゾンで注目されてい
るサスティナブルの考えを取り入れ、従来までの外箱より9倍軽く、二酸化炭素排
出量は60%削減しました。遮光性を兼ね備え劣化を防ぎ、防水性もあるためこの
まま氷水で冷やしても◎保冷効果も期待できるため、今まで以上にルイナールを
お楽しみいただけます！ 12,100円（税込）

通常価格 5,500円→5,280円（税込）

5,170円（税込） 通常価格 2,860円→2,640円（税込）

3,905円（税込）1,650円（税込）

通常価格 6,160円→5,940円（税込） 通常価格 5,549円→5,170円（税込）

ウマニ・ロンキはマルケ州のリーダー的存在のワイナリー。クマロは20年以上に
わたって愛されてきた銘品。マルケ州にあるコーネロ山のギリシャ名“クマロ”に
由来。バリック（小樽）で約16ヶ月熟成。コクとやわらかな渋みが調和した贅沢な造
りのワインです。かなり固いので、抜栓2日目以降の方がギスギスした角がとれク
マロ本来のポテンシャルを楽しめます。1967年「ロッソ・コーネロ」がDOC認定。
2004年、ロッソ・コーネロを熟成させたリゼルヴァがDOCGに昇格しています。

スペイン/白

ボデガス・アルセーニョ ホフマン ソーヴィニヨン・ブラン 2020
2021年度スペイン白ワイン売上ナンバーワン！

香りも桃、味わいも桃、とにかく桃感満載の激旨スペイン産ソーヴィニヨ
ン・ブラン！ボデガス・アルセーニョは、1870年創業の古い歴史を持つワ
イナリーで現当主は4代目。輝きのある淡い黄色の外観。桃やアンズ、トロ
ピカルフルーツなどのフレッシュで熟した果実に白い花やほんのりと蜜の
ような心地よい香り。ほど良い凝縮感のある果実は優しさを感じながらも
しっかりとした酸に支えられ、とても良くバランスが取れています。良い意
味でソーヴィニヨンらしくないソーヴィニヨンです。価格を考えると断然お
買い得といえる掘り出し物的ワインです。 1,760円（税込）

通常価格 2,750円→2,530円（税込）

ペンフォールズ セント・アンリ・シラーズ 2014＆
ジャンシス・ロビンソン・ワイングラス・ペアセット

特別な夜にはこれで決まり！

南オーストラリア州を代表する生産者「ペンフォールズ」。1849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。1,460Lの大樽を使用した「セント・アンリ」はグラン
ジと対比されるスタイル。卓越したフィネスとシラーズの力強さを存分に味わえま

す。そして、英国王室のセラーワインアドバイザーであり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」と世界的なプロダクトデザイナーにより開発されたスペシャルグラスがセッ
トになった、今回限りの特別価格でご用意しました。 通常価格 30,800円→24,200円（税込）

①エラスリス マックス レゼルヴァ 
　カベルネ・ソーヴィニヨン
②エラスリス マックス レゼルヴァ シャルドネ

今年の年始はチリの至宝のカベルネとシャルドネで決まり！

①109306349
②109306350

ボルドー１級に勝利したヴィニエドチャドウィックなど、数々の伝説を創り続けるチリの名門エラ
スリス。世界で最も優れたカベルネを生み出す、カベルネの聖地アコンカグアバレーをほぼ独占。
テロワールを尊重して自社畑から洗練されたエレガントなワインを産むという創業者の哲学を

継承しワイン造りをしています。マックスレゼルヴァはアコンカグアに所有する自社畑マックスヴィンヤードに因み名づけ
られました。カベルネはナッツやチョコレート、チェリーなどのアロマ、バランスの取れた酸にきめ細やかなタンニンが続き
ます。シャルドネはバニラや焼き菓子のニュアンス、きれいな酸が魅力です。

① ② チリ/赤 白

①赤②白 各1,650円（税込）

2,310円（税込）

12本限定！

数量限定入荷！
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一度は食べて欲しい！本気の食材揃ってます！

初入荷の為、お試し価格！（100g）

昨年は入荷するやいなや瞬く間に完売してしまった大
人気の季節限定「トリュフ香るとろけるチーズ」が今年
も入荷します！！結着防止剤のセルロースは使用せず、
無添加で仕上げたとろけるチーズ。最大の特徴はその
まま食べても美味しい事！♪トリュフと相性がよいチー
ズを独特の配合で混ぜ合わせているので、「香り・コク・
旨味・塩味・とろけ具合」のバランスが完璧なんです！ど
んなお料理に使
用しても美味し
いこと間違い無
し♪こちらの商
品は冷凍可能で
す。季節限定品
のため無くなり
次第終了となり
ますので、ご了
承下さい。

special mix cheese truffe edition

昨年即完売したトリュフ入りとろけるチーズ！！
ほどよいトリュフ香と濃厚チーズが大人気！

元ホンダのF1マシンのエンジニアだった是本氏がチーズ
が好きすぎて2016年にチーズ工房をオープン。緻密なチ
ーズづくりは瞬く間に日本チーズ業界に旋風を巻き起こし
ます。その代表チーズがこちらのKASUGA。2020年の国産
チーズのコンテストでは最優秀部門賞を受賞。KASUGAは
地元春日温泉の温泉水で表面を洗い熟成させるウオッシ
ュチーズ。見た目はフランスシャンパーニュ地方を代表する
ラングルに似てるため、当店のソムリエたちにシャンパーニ
ュと一緒に提供すると、全員がラングルと信じて疑わないほ
どのコクと余韻の長さを発揮。通常3ヶ月待ちの人気チー
ズが数量限定で入荷！
ホールで召し上がるの
が一番ですが、大きす
ぎるという方の為に少
量ですが1/2サイズも
ございます！

BOSQUESO KASUGA 
ボスケソ カスガ ①L ②M 

当店ソムリエが絶賛した、日本製ラングル！

①3,200円（税込）②1,680円（税込）250g 通常価格 7,380円→6,780円（税込）

②通常価格 3,024円→2,599円（税込）

①+②通常価格 5,570円→5,300円（税込）

①通常価格 2,332円→2,160円（税込）

200g 通常価格 810円→777円（税込）

エポワスはワインの名産地、ブルゴーニュ地方で「マー
ルドブルゴーニュ」というワインの搾りかすから作る蒸
留酒でチーズの表皮を洗いながら熟成する、別名「ウオ
ッシュチーズの王様」。上級赤ワインにはエポワスを合
わせる方も多いグルメに愛されるチーズをフランス最
高峰のチーズ職人が五感をフルに駆使しチーズと対話
しながら極上の味わいまで仕上げたエポワスが６個限
定で入荷！！一口食べれば、今までのエポワスとは全く
違う味わいに感動と驚きを感じるはず。強すぎない上品
なブリオッシュのような香りと旨味とコクが複雑に口の
中で広がる余韻。
次元の違う味わ
いに感動で泣い
てしまうかもしれ
ません！！

304101382

M・O・F クリスティン ジャニエ熟成 
エポワス　

フランス最高峰の職人がチーズと対話し
至高のレベルまで高めた極上の味わい

フランス 数量限定

数量限定

①304101023 ②304101159 304100950

開封後は冷蔵庫で保管をお薦めします。

深い知識と経験により杏仁の香りが滲み出るまでじっく
りとセミドライ状にしたプルーンをヴァニュルスや数種
類のスパイスと共にゆっくり炊き上げサラミ状にした極
上のフルーツサラミがついに入荷！アクセントに新鮮な
信州産クルミを使用しているため口の中で複雑に奏で
る食感と味わいのハーモニーが鮮烈に脳裏に焼きつく
美味しさ。クオリティーの高さと官能的な色と香りは誰
にも真似することが
出来ない唯一無二
の素晴らしさ！1cm
にスライスしてその
まま。または岩塩を
一振りして食べれば
また違う美味しさを
楽しめます！

①304101393 ②304101394

ラ フルティエール タケウチ
フルーツサラミ ①プレーン ②スパイシー

タケウチ氏にしか作れない！
衝撃の美味しさ！年に一度だけの極上の味わい！

日本/長野県

日本/長野県

日本/長野県

北海道十勝を拠点にし、肉原料を狩猟・生産・熟成・加
工・飲食まですべて自社で手掛けるプロ料理人集団
ELEZO。そのELEZO自慢の放牧豚を使用したサラミ。
海と山とが混在する特異な環境の元、傾斜のある丘で
放牧をすることにより各部位の筋繊維を発達させ豚本
来の旨味を蓄えます。丁寧な処理とオリジナルの白カビ
を使用することにより深い味わいとクリアな旨味を思う
存分味わえます。お召し上がりいただく際は、外周にあ
る腸を食べる部分だけ剥し薄くスライスしお召し上がり
ください。脂の甘さ、香り、スパイス…すべ
てのバランスが最上級のサラミです。

304101225

放牧豚の農夫風サラミ
ELEZOがつくる最上級サラミ！

2,681円（税込）

限定6個冷蔵品 冷蔵品 冷蔵品

②は1/2サイズです。

日本

日本

「仔羊だから、この旨さ」「仔羊じゃないと、こうならない
よね」と頷いてしまう極上仔羊のハム。味は必要最低限
の塩とスパイスのみ。シンプルな味付けは仔羊の風味
と旨味を引き出します。少しだけ強くかけたスモークは
メインディッシュにはふさわしい風味。加工済みなので、
解凍後すぐに召し上がれますが、ぜひ軽くひと炙りして
頂きたいです。炙るだけで、仔羊ならではの甘みとハム
ならではのジューシーさが味わえます。羊肉界のレジェ
ンド東澤氏が強い探求心から完成させた、家庭で食べ
れる豪華なメインディッシュをどうぞご堪能下さい！

東洋肉店 仔羊骨付きロースハム 

そんな食べ方があったのか！
ワインラバーの五感を刺激する極上仔羊

5,200円（税込）

304101317 製造：日本/原産国：豪州

冷凍販売のため店頭のみ
での販売となります。

冷凍品

BOX入り

質の高いチョコレートとビビットで洗練されたデザイ
ンのル・ショコラ・デ・フランセ。赤いカエルのアイコン
は、パリでも「美味しいショコラ」として人気！パリ商工
会議所で登録された工場で製造されるチョコレート
はオーガニックの原料や品質にもこだわっていて口ど
けなめらか。様々な
デザイナーが手掛け
るオシャレなパッケ
ージが詰め合わせ
になっているスクエ
アボックス。ミルク・
ダーク・ダーク&塩
の3種類が各種3枚
入り。数量限定のか
わいいオリジナル紙
袋付き！

307002373

ル・ショコラ・デ・フランセ
スクエアボックス・パリジャン

すべてがメイド・イン・フランス
毎年人気のチョコが今年も入荷！

1,620円（税込）

納得出来る美味しさを探求し続けついに商品化に！自然界に存在
しないものは一切使用していない、天然のスパイスとフルーツに
よって作られたドリンクの素。完熟プルーンの濃厚で奥深い味わ
いがカルダモンとグローブでちょっぴりスパイシーに♪炭酸水や
ミルクで割って飲むと隠し味のジンジャーのおかげで体がぽかぽ
かに♪トッピングに使用されているドライフルーツは、シナモンと
グローブで香りづけされたそれだけで食べてもとっても美味しい
厳選ドライフルーツ。健
康志向の方やグルメの
方に！唯一無二の職人魂
が光る味わいにインス
パイアされる商品です！

①304101418 ②304101420

ラ フルティエール タケウチ
①クラフトコーラの素 ②ドライフルーツ セット

コーラの概念が吹き飛ぶ衝撃の美味しさ！！
やみつきになるスタッフ続出中！！

①3,680円（税込）

 ②1,890円（税込）

数量限定 数量限定日本

オリーブ（ミッション品種）の樹のてっぺんに成
る、大粒の果実だけを選び一つひとつ手摘みで
収穫。その後、すぐに塩漬けし瓶詰め。太陽の光
をたくさん浴びて、大きく育ち、全体の収穫量の
1割ほどしかないこの大粒。大粒ならではの肉
厚な食感と、濃厚でみずみずしい風味が特徴。
ビタミン、ミネラルなど豊富な栄養素を含み、味
わう人の心
も身体も豊
かにしてく
れる自然か
ら の 贈 り
物。旬なら
ではのオリ
ーブの恵み
をお楽しみ
ください！

大粒厳選「塩蔵 極」

香川県の自家農園で栽培、
大粒は食べ応えが違う！

1,512円（税込）

304101129

9枚入り

フランス

セット購入でお得！
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一度は食べて欲しい！本気の食材揃ってます！

初入荷の為、お試し価格！（100g）

昨年は入荷するやいなや瞬く間に完売してしまった大
人気の季節限定「トリュフ香るとろけるチーズ」が今年
も入荷します！！結着防止剤のセルロースは使用せず、
無添加で仕上げたとろけるチーズ。最大の特徴はその
まま食べても美味しい事！♪トリュフと相性がよいチー
ズを独特の配合で混ぜ合わせているので、「香り・コク・
旨味・塩味・とろけ具合」のバランスが完璧なんです！ど
んなお料理に使
用しても美味し
いこと間違い無
し♪こちらの商
品は冷凍可能で
す。季節限定品
のため無くなり
次第終了となり
ますので、ご了
承下さい。

special mix cheese truffe edition

昨年即完売したトリュフ入りとろけるチーズ！！
ほどよいトリュフ香と濃厚チーズが大人気！

元ホンダのF1マシンのエンジニアだった是本氏がチーズ
が好きすぎて2016年にチーズ工房をオープン。緻密なチ
ーズづくりは瞬く間に日本チーズ業界に旋風を巻き起こし
ます。その代表チーズがこちらのKASUGA。2020年の国産
チーズのコンテストでは最優秀部門賞を受賞。KASUGAは
地元春日温泉の温泉水で表面を洗い熟成させるウオッシ
ュチーズ。見た目はフランスシャンパーニュ地方を代表する
ラングルに似てるため、当店のソムリエたちにシャンパーニ
ュと一緒に提供すると、全員がラングルと信じて疑わないほ
どのコクと余韻の長さを発揮。通常3ヶ月待ちの人気チー
ズが数量限定で入荷！
ホールで召し上がるの
が一番ですが、大きす
ぎるという方の為に少
量ですが1/2サイズも
ございます！

BOSQUESO KASUGA 
ボスケソ カスガ ①L ②M 

当店ソムリエが絶賛した、日本製ラングル！

①3,200円（税込）②1,680円（税込）250g 通常価格 7,380円→6,780円（税込）

②通常価格 3,024円→2,599円（税込）

①+②通常価格 5,570円→5,300円（税込）

①通常価格 2,332円→2,160円（税込）

200g 通常価格 810円→777円（税込）

エポワスはワインの名産地、ブルゴーニュ地方で「マー
ルドブルゴーニュ」というワインの搾りかすから作る蒸
留酒でチーズの表皮を洗いながら熟成する、別名「ウオ
ッシュチーズの王様」。上級赤ワインにはエポワスを合
わせる方も多いグルメに愛されるチーズをフランス最
高峰のチーズ職人が五感をフルに駆使しチーズと対話
しながら極上の味わいまで仕上げたエポワスが６個限
定で入荷！！一口食べれば、今までのエポワスとは全く
違う味わいに感動と驚きを感じるはず。強すぎない上品
なブリオッシュのような香りと旨味とコクが複雑に口の
中で広がる余韻。
次元の違う味わ
いに感動で泣い
てしまうかもしれ
ません！！

304101382

M・O・F クリスティン ジャニエ熟成 
エポワス　

フランス最高峰の職人がチーズと対話し
至高のレベルまで高めた極上の味わい

フランス 数量限定

数量限定

①304101023 ②304101159 304100950

開封後は冷蔵庫で保管をお薦めします。

深い知識と経験により杏仁の香りが滲み出るまでじっく
りとセミドライ状にしたプルーンをヴァニュルスや数種
類のスパイスと共にゆっくり炊き上げサラミ状にした極
上のフルーツサラミがついに入荷！アクセントに新鮮な
信州産クルミを使用しているため口の中で複雑に奏で
る食感と味わいのハーモニーが鮮烈に脳裏に焼きつく
美味しさ。クオリティーの高さと官能的な色と香りは誰
にも真似することが
出来ない唯一無二
の素晴らしさ！1cm
にスライスしてその
まま。または岩塩を
一振りして食べれば
また違う美味しさを
楽しめます！

①304101393 ②304101394

ラ フルティエール タケウチ
フルーツサラミ ①プレーン ②スパイシー

タケウチ氏にしか作れない！
衝撃の美味しさ！年に一度だけの極上の味わい！

日本/長野県

日本/長野県

日本/長野県

北海道十勝を拠点にし、肉原料を狩猟・生産・熟成・加
工・飲食まですべて自社で手掛けるプロ料理人集団
ELEZO。そのELEZO自慢の放牧豚を使用したサラミ。
海と山とが混在する特異な環境の元、傾斜のある丘で
放牧をすることにより各部位の筋繊維を発達させ豚本
来の旨味を蓄えます。丁寧な処理とオリジナルの白カビ
を使用することにより深い味わいとクリアな旨味を思う
存分味わえます。お召し上がりいただく際は、外周にあ
る腸を食べる部分だけ剥し薄くスライスしお召し上がり
ください。脂の甘さ、香り、スパイス…すべ
てのバランスが最上級のサラミです。

304101225

放牧豚の農夫風サラミ
ELEZOがつくる最上級サラミ！

2,681円（税込）

限定6個冷蔵品 冷蔵品 冷蔵品

②は1/2サイズです。

日本

日本

「仔羊だから、この旨さ」「仔羊じゃないと、こうならない
よね」と頷いてしまう極上仔羊のハム。味は必要最低限
の塩とスパイスのみ。シンプルな味付けは仔羊の風味
と旨味を引き出します。少しだけ強くかけたスモークは
メインディッシュにはふさわしい風味。加工済みなので、
解凍後すぐに召し上がれますが、ぜひ軽くひと炙りして
頂きたいです。炙るだけで、仔羊ならではの甘みとハム
ならではのジューシーさが味わえます。羊肉界のレジェ
ンド東澤氏が強い探求心から完成させた、家庭で食べ
れる豪華なメインディッシュをどうぞご堪能下さい！

東洋肉店 仔羊骨付きロースハム 

そんな食べ方があったのか！
ワインラバーの五感を刺激する極上仔羊

5,200円（税込）

304101317 製造：日本/原産国：豪州

冷凍販売のため店頭のみ
での販売となります。

冷凍品

BOX入り

質の高いチョコレートとビビットで洗練されたデザイ
ンのル・ショコラ・デ・フランセ。赤いカエルのアイコン
は、パリでも「美味しいショコラ」として人気！パリ商工
会議所で登録された工場で製造されるチョコレート
はオーガニックの原料や品質にもこだわっていて口ど
けなめらか。様々な
デザイナーが手掛け
るオシャレなパッケ
ージが詰め合わせ
になっているスクエ
アボックス。ミルク・
ダーク・ダーク&塩
の3種類が各種3枚
入り。数量限定のか
わいいオリジナル紙
袋付き！

307002373

ル・ショコラ・デ・フランセ
スクエアボックス・パリジャン

すべてがメイド・イン・フランス
毎年人気のチョコが今年も入荷！

1,620円（税込）

納得出来る美味しさを探求し続けついに商品化に！自然界に存在
しないものは一切使用していない、天然のスパイスとフルーツに
よって作られたドリンクの素。完熟プルーンの濃厚で奥深い味わ
いがカルダモンとグローブでちょっぴりスパイシーに♪炭酸水や
ミルクで割って飲むと隠し味のジンジャーのおかげで体がぽかぽ
かに♪トッピングに使用されているドライフルーツは、シナモンと
グローブで香りづけされたそれだけで食べてもとっても美味しい
厳選ドライフルーツ。健
康志向の方やグルメの
方に！唯一無二の職人魂
が光る味わいにインス
パイアされる商品です！

①304101418 ②304101420

ラ フルティエール タケウチ
①クラフトコーラの素 ②ドライフルーツ セット

コーラの概念が吹き飛ぶ衝撃の美味しさ！！
やみつきになるスタッフ続出中！！

①3,680円（税込）

 ②1,890円（税込）

数量限定 数量限定日本

オリーブ（ミッション品種）の樹のてっぺんに成
る、大粒の果実だけを選び一つひとつ手摘みで
収穫。その後、すぐに塩漬けし瓶詰め。太陽の光
をたくさん浴びて、大きく育ち、全体の収穫量の
1割ほどしかないこの大粒。大粒ならではの肉
厚な食感と、濃厚でみずみずしい風味が特徴。
ビタミン、ミネラルなど豊富な栄養素を含み、味
わう人の心
も身体も豊
かにしてく
れる自然か
ら の 贈 り
物。旬なら
ではのオリ
ーブの恵み
をお楽しみ
ください！

大粒厳選「塩蔵 極」

香川県の自家農園で栽培、
大粒は食べ応えが違う！

1,512円（税込）

304101129

9枚入り

フランス

セット購入でお得！
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持っておいて損は無し！ 便利な雑貨です！

各1,980円（税込）

プロフェッショナルから高評価のコラヴァンシステム。グラスワインを提供する飲食店の強い味方！その特
徴は、ニードルがコルクを貫通しアルゴンガスでワインを押し出すことにより、コルクを抜かずにワインが
注げる事。穴はすぐにふさがり、残り
のワインは数ケ月～数年もの長期
間、酸化せずにその状態を保ちます。
発売から３度目のモデルチェンジを
経て2021年9月～Timelessモデル
が登場！！本体機能はそのまま、付属
にエアレーターとスクリューキャップ
が追加されました！開けたての味わ
いをキープする=最初は硬い。の問題
をシンプルに解決してくれるようにな
ります。
発売当初より断然軽量でコンパクト！
6+の本体は滑らかなボディコーティ
ング、エアレーター&クールなキャ
リーケースが付属。

塩素系洗剤との併用はお避け下さい。

ソムリエナイフケース付き

直径90mm/厚さ4mm

素材:アクリル･シリコン･ステンレススチール
3.9cm×7.8cm

W275xH350mm
15シート入り
ラベルシール15枚入り

65φ88M185H500cc
材質：カリ・クリスタル
専用BOX付

①【3+セット内容】アルゴンガスカプセル2本、スクリューキャップ2個、専用エアレーター1個
②【6+セット内容】アルゴンガスカプセル3本、スクリューキャップ6個、専用エアレーター1個、キャリーケース

コラヴァン ①timelessモデル3+ ②timelessモデル6+

セット内容がグレードアップ！初期に比べて断然軽量でコンパクトに！
今こそ手に入れてみてはいかがでしょうか。

イタリアのテーブルウェア
ブランド「イタレッセ」デザ
インのシンプルなボトルス
トッパーが再入荷しまし
た！金具をボトルネックに
ひっかけるタイプで簡単。
年末年始…もしも飲みか
けのスプマンテやシャン
パンが出てしまったらこの
お洒落なストッパーで蓋
をしてあげてください☆
※ボトルは立てたままで
保存してください

italesse
①オーシャンストッパー クリア
②オーシャンストッパー ブラック

シンプルで使いやすい！
イタレッセのシャンパンストッパーが再入荷！

①② 各374円 ③④ 各557円（税込）通常価格 各968円→各871円（税込）

通常価格 1,650円→1,485円（税込）

①35,200円（税込） ②59,400円（税込）

①41,800円（税込） 

②36,300円（税込）

①クリア402002065 ②ブラック402002066①402003602 ②402003603

日本

100％天然ヘチマに植物由来の色素で色付けした、環
境にやさしいキッチンたわしです。デザインも動物やて
んとう虫等が可愛らしくデフォルメされていて、何だか
温かい気分になりますね。
ご購入後は1～2時間水に浸してからご使用頂き、通常
のご使用後はよく絞って自然乾燥させて下さい。
食品へのご使用はお避け下さい。

ヘチマスポンジ
洗い物が楽しくなりそうなキッチングッズ

インド402001768

チーズの保管には適度な湿度調整ができる環境が必要
です。「チーズペーパー」は本場フランスで作られた通
気性にすぐれる特殊シート。このシートで包み込むこと
によりチーズの味や風味をキープし、美味しく長持ちさ
せてくれます。大き目サイズも嬉しい！これさえあれば
カット後の香りの漏れやトロトロ部分をしっかり守る事
ができます。

チーズペーパー

気づけばロングラン商品♪
チーズの保管に最適です

フランス フランス407001278

フランスのライヨール村で1828年に誕生、自社工房で全ての工程を一人のマスターナイフ職人が手作りしている
歴史あるナイフメーカー。伝統技術を守り、高品質を保ち続けているモノづくりのブランドに与えられる国家認証も
取得、原材料も全てフランス由来のものを使用するなど、徹底したプロの誇りが伺えます。人間工学に基づき設計
されたボディ部分は気品ある丸みを帯びたフォルムで手に
したときのフィット感は抜群、しっかりとした長めのスク
リューとナイフで動きもとてもスムーズ。パッケージもリ
ニューアルして革製のナイフケース付き！でギフトにも喜ば
れる豪華なBOX入りでギフトにも相応しい逸品です。

フォルジュ ドライヨール ①鹿角 ②牛骨
プロのこだわりが満載の優美なソムリエナイフ

①403003295 ②403003294

22,000円（税込）

すらりと気品溢れるデザインはバレリーナの優雅な立ち
姿をイメージしたもの。職人の手から生み出されるハン
ドメイドワイングラスは薄く・しなやかで洗練されている
と同時に機能的です。オーストリアウィーンに1823年
創立されたロブマイヤー社。ハプスブルグ家の皇室と
王室の御用達、ウィーン国立歌劇場の中央シャンデリア
等、華々しい歴
史に彩られた第
6世代の家業と
して経営されて
います。

ロブマイヤー
バレリーナ ワイングラスⅣ

ウィーンの至宝。高貴な佇まいのワイングラス
オーストリア402001940

ひとにも地球にも優しい天然素材のワインコルクを収
集、再資源化し様々な商品を製作するTOKYO CORK 
PROJECTのコースター。葡萄品種は当店オリジナル
商品で約20品種ほどあります。アニマルは天然コルク
の色であたたかみのある可愛らしいコースター。弾力
性のある柔らかな質感、適度に空気を通し吸湿性にも
優れているのでコースターとしての機能面もバッチリ
です！

リサイクルコルクコースター
①カベルネソーヴィニヨン
②シャルドネ ③ボストンテリア ④子猫

ワインを美味しく飲んだ後のコルクの新しいカタチ！
リサイクルコルクコースター

①407001373 ②407001389 
③407001551 ④407001824

①

①

①

②

③

④

②

①

②

②



8

年末年始の乾杯は
この泡で決まり！

5,350円（税込）

25,960円（税込）

109306420

各5本限定

フレデリック・コサール
ラ・シャソルナード 2019

自然派ファンのスベシャルなスパークリングは
シャソルナードで決まり！

109305437

G･H･マム キュヴェ ルネ・ラルー 2002

なんと旧ラベルのトップ・キュヴェ"ルネ・ラルー"が
限定入荷！この熟成感、飲み頃です！

通常価格 6,050円→5,060円（税込）

2,090円（税込）

109304300

109306519

フェッラーリ ロゼ 

今年、F1のオフシャルパートナーになった
フェッラーリの泡ロゼ！繊細で優美です。

シュロス・アラス ラビット リースリング 
ゼクト ブリュット N.V

ウサギラベルが可愛らしい♪その名もラビット・リースリング♪

5,830円（税込）

1972年のニクソン大統領と周恩来首相に
よる「平和への乾杯」の際にサービスされ
たことで有名な米国No.1と名高いスパー
クリング専門ワイナリー。「シャンパーニュ
以外はただの泡の入った飲み物」と言われ
ていた時代から、創業者夫妻の惜しみない
努力の結果、今では世界に名を馳せるス
パークリングワイナリーとなりました。伝統
的なシャンパーニュ方式で造られ、少量の
樽発酵ワインをブレンド。澱とともに24ヶ
月熟成。カリフォルニアのトップスパークリ
ングのひとつです。

109107244

シュラムスバーグ ブラン・ド・ブラン 
ノース・コースト 2017

シュラムスバーグが作る極上のブラン・ド・ブラン！

アメリカの大御所ロバート・モンダヴィの指
導の下1973年に設立され、世界レベルの
ワインを造るプレミアム・ワイナリー。果汁
を低温で静置した後、ステンレス槽で発酵。
澱とともに36ヶ月間熟成。フレッシュな柑
橘類、リンゴのアロマ。ヌガー、ブリオッ
シュ、ローストしたカシューナッツに、かす
かなジャスミンの香りが何層もに複雑に立
ち込める。熟成感とともにキレのある酸と
持続的な活力溢れるワインです。

①109306483 ②109306484

ルーウィン・エステート
①ブリュット 2013
②ブリュット 2014

西オーストラリアのトップ生産者が造る
熟成スパークリング！

アリゴテで作られるブルゴーニュ・自然派ワインの
大人気生産者フレデリック・コサールのシャソル
ナード。今年も美味しかったです…。美しいレモネー
ドのような酸味とシュワっとした味わいは冬にもよ
さそうです。柚子の漬物や、ちょっとした酢の物とも
愛称はバツグン！映画
を見ながら楽しむも良
し、親しい仲間とワイワ
イ楽しむもよし！素晴ら
しいアリゴテ・ペティア
ンです。限定6本の入荷
です♪

寒い時期に飲みたいシャンパーニュと
言えば、味の濃い熟成したシャンパー
ニュではないでしょうか！ボトルに美し
いコルドン・ルージュを纏った特徴的な
ボトルで有名なグランメゾン、マムから
トップ・キュヴェである『ルネ・ラルー』が
入荷しました！バックヴィンテージので
ある2002年は、黄金に輝く希少な旧ラ
ベル！輸入元から数量特別に入手しま
した！熟成による焼きたてクロワッサン
のような芳ばしさと、カスタードクリーム
のような滑らかさ、蜜のニュアンスが詰
まった素晴らしい一本。、寒い時期に
ピッタリと寄り添ってくれること間違い
なし！新年一発目の記念すべきシャン
パーニュに是非いかがでしょうか！

イタリア大使館の公式ディナーには欠かせないフェッ
ラーリ。このワインはフェッラーリ独特の製法から生まれ
た淡い色合いのロゼ。オードローズと言われる淡いピン
クと花の香り、フルーツと樽のバランスが見事な最高峰
スプマンテです。アカスグリ、サンザシ、野イチゴの香り。
スィートアーモンドを思わせる
優雅で繊細な余韻。洗練された
ピノ・ネロ（ピノ・ノワール種）の
木苺のような酸味とエレガント
さ、樽の風味のしっかりとした
旨味がたまりません！名門
フェッラーリの優美な泡ロゼ！
ギフトボックス付きですので、
ホームパーティーの手土産や
贈答品としてもオススメです。
ハーフサイズもございます。

モーゼルにあるドイツ最大手のスパー
クリング専門ワイナリー！リーズナブル
かつバランスのとれた、スイスイ飲める
泡はパーティシーンにぴったり！このゼ
クトはリースリングを100%使用し、シャ
ルマー方式で醸造。とてもフレッシュで
エチケットのウサギのように軽やか。
リースリングならではのチャーミングな
果実味としっかりとした酸味は食前から
楽しめる味わいです！キーワードは「ラ
ビット ブリュット ぐびっと！」なんて（笑）

各5,115円（税込）

フランス/泡

27,500円（税込）

109306375

パイパー・エドシック
レア・シャンパーニュ 2008

45年間で12回しか生産されてない
幻のシャンパーニュ“レア”の2008年！

当店で何度かおススメしている最高のヴィンテージ
2008年から、パイパー・エドシックのトップ・キュ
ヴェである『レア』がリリースされました！良年しか
生産されず、その本数はなんと45年間で僅か12
回！輝く黄金色にブリオッシュの香りの中に熟成由
来のコクと、パイナップルやココナッツのニュアンス
とほのかにリコリスの香りが混ざり合います。非常
に長い余韻からは“無限”のポテンシャルを感じさ
る一本、ブドウの
蔦をモチーフに
した美しいラベ
ルも魅力的です。
ギフトにも喜ば
れるゴージャス
な一本！是非お
試しください。

3,190円（税込）

109304785

アンドレ・ロレール 
ビュル・ド・ヴィ 2020

年末年始にもってこい！
みんな大好きペティアン・ナチュールで決まり☆

当店で大人気のペティアン・ナチュールが再入荷し
ました♪アンドレ・ロレールはフランスで最も美しい
村といわれるミッテルベルグハイムで8代にわたり
ワイン造りを営んでいます。2016年からはビオディ
ナミ栽培に取り組み、ピュアでやさ
しいワインを私たちに届けてくれる
造り手さんです。すでにファンの多
い、フルーティなブドウ本来の味わ
いと酵母の香りが魅力的なアルザ
ス流・微発泡にごり酒！現当主アン
ドレの息子、ルードヴィックが仕込
む遊び心に満ちた1本！ラベルは色
とりどり複数のバリエーションがあ
り、さらに12本に1本程度「当たり
ボトル」が入っています。これは新
年の運試しにもピッタリですよね！
一家に1本いかがでしょうか！

イタリア/泡ロゼ

フランス/シャンパーニュ

フランス/泡

ドイツ/泡白

アメリカ/泡

通常価格 2,750円→2,200円（税込）

1790年創業、230年以上の歴史を誇る家
族経営の生産者。カヴァの生産は1930年
頃から。全ての畑において、除草剤や殺虫
剤などの化学的な農薬を使わないビオロ
ジック栽培を行っており、オーガニック認証
を取得。また、2010年からはビオディナミ
農法も開始。一部のキュヴェでデメター認
証も取得。このキュヴェは、標高600Mの区
画のブドウを使用。アルコール醗酵はステ
ンレスタンクで2週間。瓶詰後に2次発酵と
共に18ヶ月の熟成。きめ細かい泡立ち、心
地よい酸とミネラル感にふくよかな味わ
い。淡く繊細なロゼカラーは見た目でも楽
しませてくれます。

109305106

パレス・バルタ カヴァ・ピンク N.V
見た目の派手さとは裏腹に実力実績十分の泡ロゼ！

限定6本

フランス/シャンパーニュ

オーストラリア/泡

コノスルが満を持して造るシャンパーニュ
製法のブラン･ド･ブラン。2021年の夏より
日本限定発売でリリース！少し話題になっ
たチリ泡で年末年始の乾杯はいかが？チリ
最高級のシャルドネを100％使用。熟成は
24ヶ月。きめ細かい良質な泡立ち。白い
花、柑橘などのアロマティックな香り、パン
やクリーム、トーストのような複雑性。塩味
などのミネラルの感のある味わいがアクセ
ントに余韻を楽しめます。

109305618

コノスル ブラン・ド・ブラン
お寿司やチキンと！年始のごちそうとベストマッチです

1,800円（税込）

チリ/泡

バックヴィンテージ！マム好きは見逃せない希少な旧ラベル！

2019年のコサールもやっぱり旨い！

まるで運試し!?12本に1本の確率で
ブドウの実が入っています♪

スペイン/泡ロゼ


