世界中の美味しいワインを集めました！

World Wine

…………………………………………

赤ワイン

Red wine

葉っぱのマークは
自然派ワインのしるしです

…………………………………………
エステート・

ロッカ・デッレ・マチエ

ドメーニレ・サハティーニ

ムーラン・ド・ガサック

ミラマン

ガリレオ ロッソ

ラ・ヴィ・ピノノワール

テラス・ド・ギレム・
ピノノワール

リザーヴ ピノ・ノワール

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。

バランスのとれた豊かな酸。タンニン
は繊細で滑らかです。ニューワールド
のワインというより、良年のコートド
ニュイのワインの様！

チャーミングなベリーの香り
心地よい酸味 /
前菜全般 との相性は抜群！

イタリア

トスカーナ

ライトボディ
ルーマニア

品種：サンジョベーゼ、シラー、プリミティーヴォ

ムンテニア

/

フランス

ライトボディ

ボージョレ･ヴィラージュ
・ヌーボー
カジュアルなパーティ料理からメインの
肉料理までカバーできる自然派の造り手
のスルスルワインです。
/

レイダ

/

ライトボディ

品種：ピノノワール

Bottle ￥3,800

マルセル・ラピエール

フィクサン

ラ・ジブリオット

ボジョレー

ルー・デュモン

ジュヴレ・シャンベルタン

自然派ワインの父「マルセル・ラピ
エール」の遺志を継ぐ家族が造る
ナチュラルワイン！

仲田さんがブルゴーニュの地で造る
高品質ワイン！しっかりとした果実味
に日本人らしい繊細で優しい味わいに
仕上がっています。

ジュヴレ・シャンベルタン最高峰の生産者、
クロード・デュガの子供たちが手がけるネゴ
シアン。その年最上の出来のワインのみを購
入し、高品質なワインを生み出している。

フランス

フランス

フランス ボジョレー

ライトボディ

/

ライトボディ

品種：ガメイ

品種：ガメイ

チリ

ライトボディ

Bottle ￥3,400

Bottle ￥3,200

ドメーヌ･ド･ラ･マドンヌ

/

品種：ピノノワール

品種：ピノノワール

Bottle ￥2,800

フランス ボジョレー

ラングドック

風味は柔らかく非常にまろやかで、良い
組成を持つ。キリッとした酸味でワイン
はフレッシュでジューシーな味わい。

Bottle ￥7,800

Bottle ￥4,800

ブルゴーニュ

/

ライトボディ

品種：ピノノワール

ブルゴーニュ

/

Bottle ￥10,800

Bottle ￥10,000

ヤンボール

フランコ・セラ

ヴェルジェ・デュ・シュッド

スラ・ヴィンヤーズ

バッカス カベルネソーヴィニヨン

バルベラ・ダスティ・
スーペリオレ

オ・フィル・デュ・タン・ルージュ

シラーズ

しっかりとしたボディがありながらフ
レッシュ＆ジューシー。やや甘さのあ
るベリーの香り、トースト、ヴェジェ
タルなニュアンス。
ブルガリア

/

ミディアムボディ

イタリア

品種：カベルネ・ソーヴィニヨン

ピエモンテ

品種：バルベーラ

Bottle ￥2,800

/

フランス

ラングドック

ミディアムボディ

インド

品種：シラー、メルロ、ヴィオニエ、

ミディアムボディ

Bottle ￥3,000

Bottle ￥3,200

オープン・ナウ

キャンティ リゼルヴァ

ロジェ・サボン ルージュ

オーク樽で熟成される。色はルビーレッ
ド色、縁濃厚で長く続くアロマを持ち、
風味はドライでベルベットのように滑ら
かである。

円やかなタンニンを湛えたフルーティな味わ
い。コート・デュ・ローヌの典型とも言える
芳醇な果実味とエレガンスを湛えた上質なワ
イン。

イタリア

フランス

/

ミディアムボディ

トスカーナ/

品種：サンジョヴェーゼ

品種：シラー、ムールヴェードル

Bottle ￥3,800

カサ

サントス

ミディアムボディ

ローヌ/

リマ

テラス・ド・ギレム・カベルネ

ボディーニ

ヴィーニャ・エラスリス

マルベック

カベルネ・ソーヴィニヨン
エステート

フランス

アルゼンチン

ラングドック

/

フルボディ

メンドーサ

/

良年のボルドーの様なカベルネの青さも
無く上質なフルボディワイン。
赤身肉が食べたくなるワインです。

フルボディ

チリ

品種：マルヴェック

品種：カベルネ・ソーヴィニヨン

カサブランカ

Bottle ￥3,200

Bottle ￥2,800

/

フルボディ

品種：カベルネ・ソーヴィニヨン

カベルネソーヴィニョン、その他

Bottle ￥2,800

ミディアムボディ

Bottle ￥11,000

ポルトガル

フルボディ

/

ムールヴェードルを中心にブレンド

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。

/

ローヌ

品種：グルナッシュ・シラー・サンソー・

完熟ブラックチェリーのアロマ、ほのか
なオーク香。ジャムのように濃厚でスパ
イシーな味わいが口内に広がります。

リスボア

フランス

ミディアムボディ

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。

品種：トウリガ・ナショナル、シラー

あらゆる所有畑のサンジョヴェーゼを使っ
て作られるこのワインは、その個性をよく
反映しています。小樽での1年間の熟成が
ワインに丸みとふくよかさを与えます。

Bottle ￥4,500

ムーラン・ド・ガサック

ボナヴィータ

シャトーヌフ・デュ・パブ

品種：グルナッシュ主体

Bottle ￥4,200

ミディアムボディ

ドメーヌ・デ・ボナール

コート・デュ・ローヌ・バイ・

ラングドック

/

Bottle ￥3,500

ボナッキ

フランス

ナシク

品種：シラーズ

カベルネ・ソーヴィニヨン、グルナッシュ

‘エガルティ ドメーヌ ドゥ シャマン

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。

熟したチェリーやプラム、黒胡椒の魅
力的な香りに満ち、滑らかなボディの
ワイン。
スパイシーな料理との相性◎

エレガンスを兼ね備え、赤系果実、チャーミ
ングでありながら、飲み心地がよいスルスル
ワインです！！

レーズン、ハーブ、スパイス、チョコ
レートなどが混ざり合った複雑な香り、
柔らかでなめらかなタンニンと濃厚な果
実の風味。

ライトボディ

品種：ピノノワール

Bottle ￥3,500

ボデガス・ブレカ

シャトー・ピションロングヴィル・バロン

アレハンドロ・フェルナンデス

ピエール・リュルトン

ガルナッチャ・デ・フエゴ

キャップ・ロワイヤル・ルージュ

エル・ヴィンクロ

EX・シャトー・ボルドー

熟したラズベリーや黒スグリなどのブ
ラック・フルーツが続いて溢れだす。芳
醇であり、グリセリンの豊かなワイン。

タンニン、バランスがよくリッチな味
わいが楽しめます。まさに、ボルドー
のお手本のようなワイン。

コーヒーやブラックベリーのアロマに、
トロリとした口中でのボリューム感！
バランスのとれたフルボディワインです。

口当たり滑らかなフルボディで、
美しくバランスがとれ、柔らかなタ
ンニンとエレガントな味わいが特徴。

スペイン

フランス

スペイン

フランス

カラタユ

/

フルボディ

ボルドー

/

フルボディ

品種：メルロー、カベルネソーヴィニヨン

品種：ガルナッチャ

トロ

/

フルボディ

品種：テンプラニーニョ

ボルドー

/

フルボディ

品種：メルロ、カベルネ・ソーヴィニョン
カベルネ・フラン

Bottle ￥3,600

Bottle ￥4,400

Bottle ￥4,600

Bottle ￥3,800
プロヴェンツァ

ジョエル・ピーターソン

アレハンドロ・フェルナンデス

レーヴェンスウッド
ジンファンデル

デエーサ・ラ・グランハ

ブラックチェリーやラズベリー、
ブルーベリーの魅力的なアロマにオーク
の刺激が感じられます。

「スペインのペトリュス」と称される高品質
なワインを生産している造り手。
果実の存在感が余韻にまでしっかりと広がり
をみせる、ジューシーな味わいの一本

アメリカ

スペイン

カリフォルニア

/

フルボディ

品種：ジンファンデル

ヴィノデメサ

/

ネグレスコ ガルダ
クラッシコ ロッソ
熟したイチジク、ブドウなどのフルー
ツの香りのニュアンス、干し草、スパ
イス、コクと、余韻に少し苦味とタン
ニンを感じるがなめらかな味わい
イタリア

フルボディ

Bottle ￥4,200

天才醸造家が手掛けるモダンボルドー。
完熟した黒系果実のアロマに魅了され
る、スムースでクリーミーな飲み心地。
フランス

ボルドー

/

フルボディ

品種：メルロ、カベルネ・フラン
カベルネ・ソーヴィニヨン

Bottle ￥82,000

フルボディ

サンジョヴェーゼ、バルベラ

Bottle ￥4,500

シャトー・モンペラ・ルージュ

ロンバルディア/

品種：グロペッロ、マルチェミーノ

品種：テンプラニーニョ

Bottle ￥4,500

レ・パゴデス・デ・コス
「ＣＨ．コス・デストゥルネル」が94年
から造り始めたセカンド銘柄。緻密度の
高さ、味わいの深みとしなやかさはしっ
かりと受け継いでいます。
フランス

サンテステフ

/

フルボディ

品種：カベルネソーヴィニヨン、メルロー

Bottle￥10,000

