世界中の美味しいワインを集めました！

World Wine

葉っぱのマークは
自然派ワインのしるしです

………………………………… Recommended wine …………………………………
今月のおすすめワイン

クロウスター醸造所

ピースポーター・ミヒャエルベルク

オールド・ヴァイン・GMＳ

シンコ・ロサス

QBA.トロッケン

深いガーネット色でわずかに紫がかる。
卓越したブラックチェリー、スパイス、
クレーム・ド・カシス、春の花々のア
ロマが広がります。

美「五つのバラ」の意味。
味わいはチャーミングを感じさせつつ、
コクのあるお肉料理とも相性◎。

モーゼルワインの中で最も有名なピー
スポート村のやや甘口ワイン。スッキ
リとした酸味と甘さのバランスが絶妙、
フレッシュで爽やかな味わいです。
ドイツ

トルブレック

ロサーダ

スペイン

モーゼル

オーストラリア

ピエルソ

ムールヴェードル

Bottle ￥4,400

Bottle ￥3,800

Bottle ￥4,200

南オーストラリア

品種：グルナッシュ、シラーズ

品種：メンシア100％

品種：リースリング

……………………………………… Glass wine ………………………………………
グラスワイン

スペローネ

ロッカ・デッレ・マチエ

ムーラン・ド・ガサック

ムーラン・ド・ガサック

スプマンテ・ブリュット

ストラッカーリ ピノグリージョ

テラス・ド・ギレム・ブラン

テラス・ド・ギレム・シャルドネ

白い花やトロピカルフルーツのような
アロマ、青リンゴのような爽やかな
味わいで、ミネラル感も感じられます。

洋ナシやリンゴのアロマ。柔らかな酸
味と果実の風味が絶妙のバランス。
しっかりと厚みも感じられる。

イタリア

イタリア

アブルッツォ

風味豊かできれいな酸味の辛口白 。
春の気候にぴったりの爽やかな味わい。
フランス

ラングドック

品種：グルナッシュブラン40％

トスカーナ

Glass ￥700

ロッカ・デッレ・マチエ

‘エガルティ ドメーヌ ドゥ シャマン

ムーラン・ド・ガサック

ガリレオ ロッソ

オープン・ナウ

テラス・ド・ギレム・カベルネ

各地の厳選したぶどうのブレンドによって生み出
されるフルー ティでバランスの良い味わい。
イタリア

ジューシーでバランスのとれたミディアム
～フルボディの味わい。
スパイシー,渋み,酸のバランスが絶妙な作
りです。

当店のハウスワイン。
南フランスの太陽を一杯に浴びた
果実見豊かなカベルネです。

フランス

フランス

トスカーナ

品種：サンジョベーゼ、シラー、プリミティーヴォ

ラングドック

/

ライトボディ

Glass ￥700

Glass ￥600

…………………………………
スペローネ

スプマンテ・ブリュット

アブルッツォ

フィンカ・デ・ラ・コロネ

レボヴィッツ

ルイ・ニケーズ

ヴァル・ド・ランス

カヴァ・ブリュット・レゼルバ

ランブルスコ・セッコ
アル・スカガルン

ブリュット・レゼルヴ ＮＶ

オーガニック・シードル

リゼルバならではの熟成感と絶妙
なバランス。正統派シャンパー
ニュです！

りんごの自然な甘みを若干残した、辛い
ながらもマイルドな中辛口仕立てです。

スペイン

品種：シャルドネ、トレッビアーノ

サラミや赤身の肉、ラザニアやラビオ
リなどイタリア料理と相性のよい辛口
のランブルスコです！
イタリア

ペネデス

Bottle ￥2,800

White wine

ロッカ・デッレ・マチエ

ミレジム

クマ・オーガニック トロンテス

ストラッカーリ ピノグリージョ

ソーヴィニヨンブラン

バラ、ジャスミン、オレンジピール、
フレッシュなピーチや花の香り。豊か
な果実味があり、心地よい酸味。

洋ナシやリンゴのアロマ。柔らかな産
と果実の風味が絶妙のバランス。
しっかりと厚みも感じられる。

美した果実を思わせる凝縮感のある味わ
いに美しい酸味を湛え、白桃、ライチ、
バーベナの花のアロマが豊かに香ります。

アルゼンチン

イタリア

トスカーナ/

フランス

品種：ピノグリージョ

Bottle ￥2,800

ボルドー/

シルバー・ポイント
ソーヴィニヨン・ブラン

ジルヴァーナー

ミュスカデ セーヴル エ メーヌ
シュール・リー

さっぱりとして爽やかで、柑橘類、
グーズベリー、パッションフルーツの
香りと風味が広がります。

ジルヴァーナ特有の日本酒の吟醸香の
ような香りにはじけるようなフレッ
シュな果実味と若々しい酸味、
ミネラル、エキスの凝縮感。

NZ イーストコースト/ スッキリ
品種：ソーヴィニヨンブラン

ドイツ

フランケン /

シャトー・レストリーユ

五一 エステート ケルナー

フルーツ本来の酸味と甘みのバランス
が◎。微発泡ですっきりとした仕上が
りになっています。

フランス

オーストラリア

長野/

日本

やや甘

ファンダン

タリマ･ブランコ

レゼルヴ・ド
ザドミニストラトゥール

ミネラル感溢れるスッキリとした味わ
い白亜質からくるミネラル感が表現さ
れていて非常に飲みやすい味わい。

グレープフルーツやフレッシュなパイナッ
プルの香り。ミネラル感が感じられます。
やわらかな酸があり、火を入れた魚介など
と気軽に楽しみたいワイン。

香りはなめらかで力強く、優雅である。
風味は軽やかですっきりとしていると
同時に豊かな果実味を示し、ほのかな
苦味がある。

イタリア

スイス

品種：メルセゲーラ、マカベオ、モスカテル

マルケ/

果実味

ヴァレ

/

フォリス・ヴィンヤーズ

スワロー・ゲヴェルツトラミナー
ピリッとした柑橘類の花やマンゴー、ア
ジアンスパイスが漂います。ボリューム
感のある口当たりで長い余韻が心地良い、
ほのかな甘さを持ちます。

やや甘

アメリカ

Bottle ￥3,400

/

ドメーヌ・デ・ザムリエ

ヴォークリューズ・
ブラン・スザンヌ

当店のハウスワイン。
南フランスの太陽を一杯に浴びた
果実見豊かなシャルドネです。

柑橘系の爽やかな香りが豊かでフレッ
シュな酸味と果実味、アルコール感もあ
まり感じさせないステンレスタンク醸造
らしい軽やかな味わい。

リッチ

品種：シャルドネ

フランス

ラングドック/

Bottle ￥6,200

Bottle ￥3,000

Bottle ￥3,800

ハイツセラー

パウエル・アンド・サン

KENZO ESTATE

ピノグリージョ

シャルドネ

エデン・ヴァレー リースリング

あさつゆ

洋ナシや柑橘果実、ハーブや青草の清涼
感のあるアロマ。味わいはふくよかで果
実とのバランスが優れたワインで、程よ
いボリューム。

シトラスの爽やかさ、トロピカル
フルーツの果実味が心地良い泡と
共に口中に広がります。

キリッとしたリンゴとトースト香の
ような熟成感ある芳しい香り。
細かく繊細な泡が広がります。

日本人オーナーが手掛ける最高品質ワイン
/ 爽やかな柑橘系の香り/ 酸と果実味の甘
みのバランスが秀逸

オーストラリア

アメリカ

ウリウリ

リッチ

品種：ピノ・グリージョ

Bottle ￥4,000

アメリカ

カリフォルニア

リッチ

品種：シャルドネ

Bottle ￥8,400

リッチ

品種：マルサンヌ、ヴェルメンティーノ、ヴィオニエ

レ・マルスーレ

イタリア

果実味

Bottle ￥3,200

テラス・ド・ギレム・シャルドネ

ラングドック/

オレゴン

品種：ゲヴェルツトラミナー

ムーラン・ド・ガサック

フランス

/

Bottle ￥6,200

Bottle ￥4,600

果実味

ブルゴーニュ

品種：シャルドネ

品種：シャスラ

品種：ヴェルディッキオ

Bottle ￥3,400

ラングドック/

Bottle ￥3,600

ヴェルディッキオ・デイ
カステリ・ディ・イエジ・ＣＬ

果実味

フランス

品種：ミュスカ・ア・プティ・グラン

サルタレッリ

/

アントルドゥメール/

ミュスカのぶどう独特のフルーティな
アロマと蜂蜜のような魅力的な甘みが
あります。塩気があるフレッシュチー
ズを使った料理にも相性〇。

品種：ケルナー

Bottle ￥3,200

洋梨、青リンゴを想わせる、フレッ
シュでクリーンな感じが心地良く、
またミネラルの感じが強く、酸味がと
ても上品な白ワインです。

ミュスカ・ド・ミルヴァル

やや甘
日本

マコン・シャルネイ

Bottle ￥4,900

やさしい残糖感としっかりとした酸味
がなんともいえない絶妙のバランス！
スパイシーな料理、エスニック料理、
チーズを使った料理にも相性〇。

品種：マスカット

ドメーヌ・マンシャ・ポンセ

ブラン

ムーラン・ド・ガサック

モスカート

溌剌としたフレッシュな酸味と、熟した
葡萄の蜜の味わいがバランスよく、適度
なミネラル感が口の中にひろがります。

Bottle ￥3,400

品種：ソーヴィニヨン、ムスカデル、セミヨン

Bottle ￥4,500

パイワラ/

品種：リースリング

Bottle ￥3,500

/

サンセール・シャルム

アリカンテ

ニュージランド

山梨/

フランス

ロワール

林農園

スペイン

日本

フランス

ワイン メン オブ ゴッサム

ボデガス･ヴォルヴェール

柔らかなボディと心地良くほのかな甘さ
を持つニュージーランド産リースリング。
スッキリとした酸味、綺麗なミネラル感
が魅力の超コスパワインです。

心地よいアタック、豊かでフレッシュ
な味わい。白い花を感じられ、
ミネラル感ある繊細な香りが特長です。

アンドレ・ヴァタン

Bottle ￥6,400

辛口でスッキリと爽やかな喉ごしが特
徴的です。シュール・リー製法により、
溌刺とした爽やかな香りと厚みのある
味わいを表現しています。

ソーヴィニヨン・ブランとセミヨンの
ブレンドで、しっかりとしたコクもあ
りますがフレッシュさもあり、バラン
スの良い仕上がり。

Bottle ￥4,400

南オーストラリア/

ホーム・クリーク
パイワラ・リースリング

品種：ムスカデ

品種：ジルヴァーナ

ロワール/

サザン・パンダリー

番イ（つがい）

Bottle ￥2,800
ドメーヌ・デ・オー・ペミオン

Bottle ￥3,200

大和葡萄酒

品種：甲州

ゾンメラッハ醸造協同組合

品種：ソーヴィニヨン・ブラン

Bottle ￥8,800

品種：ソーヴィニヨンブラン

クーパーズ・クリーク

Bottle ￥4,400

ピノムニエ

シリーズ

Bottle ￥2,800

ブルターニュ

品種：リンゴ

…………………………………

ホワイトワイン

ミシェル・トリノ

カファジャテ /

シャンパーニュ

品種：シャルドネ、ピノノワール、

Bottle ￥2,800

…………………………………

品種：トロンテス

フランス
フランス

ロンヴァルディア

品種：ﾙｳﾞｪﾙﾃｨ、ﾏｴｽﾄﾘ、ﾏﾗﾆ

品種：マカベオ、パレリャーダ

Bottle ￥2,800

Glass ￥700

…………………………………

スパークリングワイン

Sparkling wine

１５ヶ月熟成のレゼルバクラス。
オレンジのような柑橘系のフルー
ティーなアロマといい意味でカヴァら
しくない濃さ。

白い花やトロピカルフルーツのような
アロマ、青リンゴような爽やかな
味わいで、ミネラル感も感じられます。

ラングドック

品種：カベルネ・ソーヴィニヨン

品種：シラー、ムールヴェードル

イタリア

ラングドック

品種：シャルドネ

Glass ￥700

Glass ￥600

Glass ￥600

フランス

ソーヴィニヨンブラン30％テレブラン30％

品種：ピノグリージョ

品種：シャルドネ、トレッビアーノ

当店のハウスワイン。
南フランスの太陽を一杯に浴びた
果実見豊かなシャルドネです。

南オーストラリア

リッチ

品種：リースリング

Bottle ￥12,000

カリフォルニア

リッチ

品種：ソーヴィニヨンブラン

Bottle ￥21,000

