【MERLOT】ボルドーを中心に作られボリューミーで滑らかなタンニン

サル ジェ ド グリュオ ラロ ーズ

LIGHT

¥2,800

テラノブ レ メル ロ ー

TERRANOBLE MERLOT 品種：メルロー 生産地：チリ
よく熟したブドウの味わいが、
ストレートに感じられる。
ちょっぴり派手なチリのメルロー。

パ スレル メル ロ ー

SARGET DE GRUAUD LAROSE

CHATEAU DURFORT VIVENS

品種：メルロー

CHATEAU TALBOT

McMANIS MERLOT

LIGHT

アジィエン ダ アグリコ ー ラ グ ラ ー ティ キアン ティ
AZIENDA AGRICOLA GRATI CHIANTI

品種：サンジョベーゼ主体

サンジョヴェーゼ種を主体に造られるキアンティはイタリアの代表的な赤ワイン。果実味や酸味に富み渋みも程良く、滑らかな舌触りが大人気です。

ヴァロリ モン テプル チアーノ・ダ ブルッツ オ

デ コ イ メル ロ ー

¥4,800

VALORI MONTEPULCIANO D'ABRUZZO

DECOY MERLOT 品種：メルロー 生産地：カリフォルニア
ブラックチェリー、
ダークチョコレートに加え樽から来るほのかな燻し香が感じられます。

品種：モンテプルチアーノ 生産地：イタリア
樹齢40年のモンテプルチャーノ種による豊潤な果実感ある味わい。
ブドウの持つ旨みが表現されたバランスの良い一本。

ヴァッレ・デ ラカ ー テ テヌ ー タ・イ・ビ ディニ

品種：ネロダヴォラ

ヴェニンガ ー メル ロ ー

¥5,500

生産地：イタリア

WENINGER MERLOT

HEAVY

SASSETTI LIVIO ROSSO DI MONTALCINO Rosso di Montalcino Pertimali [2014] Sassetti Livio

品種：ブルネッロ

¥9,800

生産地：イタリア

シャトー ダ レム

年代：2014

CHATEAU DALEM

ロバート パーカーが「たった1本だけブルネッロを味わうとすれば、
それはペルティマリ」
と自著に書いています。
このロッソはブルネッロの
弟分的存在、濃厚なベリー系のフルーティな風味はエレガントでしなやかなワインです。

レッドツリー ピノノワ ー ル

¥5,000

RED TREE PINOT NOIR 品種：ピノノワール 生産地：カリフォルニア
ストロベリーを彷彿させる果実味豊かな香りとかすかに樽のニュアンス、柔らかなタンニンでフレッシュなワイン。

LIGHT

ティレルズ ピノノワ ー ル

TYRRELL’S OLD WINERY PINOT NOIR

品種：ピノノワール

¥3,800

生産地：オーストラリア

テラノブ レ ピノノワ ー ル ＲＳＶ テ ロワ ー ル

¥4,800

マックマ ニ ス ピノノワ ー ル

¥5,500

TERRANOBLE CABERNET SAUVIGNON RESERVA 品種：ピノノワール 生産地：チリ
チェリーやブラックカラントの豊かな風味に、柔らかくスムースな飲み心地の、
バランスよいワイン。

McMANIS PINOT NOIR 品種：ピノノワール 生産地：カリフォルニア
フレッシュなベリーの香りに樽熟成から来るヴァニラのニュアンスがあり滑らかなのどごし。

ペドロン チェリー ピノノワ ー ル

品種：ピノノワール

¥6,200

生産地：カリフォルニア

ラズベリー、
クローブに焦がしたオークのアクセントでとってもチャーミングなワインです。

ラジ ブ リオット ブル ゴ ー ニュ ル ー ジュ

¥8,000

LA CIBRYOTTE BOURGOGNE ROUGE 品種：ピノノワール 生産地：ブルゴーニュ
ラ ジブリオットは、ジュブレ シャンベルタン村でトップの生産者として最高評価のクロード デュガがネゴシアンとして立ち上げたワイナリーです。ドメーヌのワインが少量生産で入手
しにくいため、気軽に良い品質を楽しんでいただくのが目的です。このワインは新鮮な果実の芳香と素直でみずみずしい果実味に溢れエレガントさと力強さを併せ持っています。

パトリック クレルジェ サヴィーニー レ ボーヌ オー ゲット
PATRICK CLERGET SAVIGNY LES BEAUNE AUX GUETTES

品種：ピノノワール

¥10,000

生産地：ブルゴーニュ

年代：2013

ピュアな果実味で早くから楽しめ、かつ熟成ポテンシャルがあります。13世紀からのワイン造りの伝統はギネスに掲載されるほどのの歴史を誇る作り手
状態の良い古酒のストックには定評があり、
リーズナブルな価格と併せ当店でも人気の高い生産者です。

CALERA JOSH JENSEN SELECTION PINOT NOIR 品種：ピノノワール 生産地：カリフォルニア
自身の名を記したセレクションは自社畑と厳選されたセントラル コーストの選りすぐりの畑のぶどうから造られます。豊かな香りと深い
味わいが口中に広がり、心地よい余韻が長く続きます。
ラベルは女性書道家 紫舟氏によるデザインです。

パ ラン ラドワ ラ コ ル ヴェ
PARENT LADOIX １er CRU LA CORVEE

品種：ピノノワール

生産地：ブルゴーニュ

年代：2008

¥12,000

ドメーヌ パランは17世紀半ばからの歴史を持つポマールの名門ドメーヌです。
力強いスタイルでしっかりしたボディを持っています。
大地の母のようなふくよかで、
どっしりとした深みを感じるワインです。

ヴァン サン バ シュレ マランジュ ラ フュシ エ ー ル

¥11,000

ピエール ネジョン フィサン レ ゼルビュ ヴィエイユ ヴィーニュ
PIERRE NAIGEON FIXIN LES HERBUES VIEILLES VIGNES

品種：ピノノワール

¥11,000

生産地：ブルゴーニュ

年代：2013

1級畑に近い畑の樹齢60年の古木のブドウから造られています。年産1200本。
ピュアな果実味で早くから楽しめ、かつ熟成ポテンシャルがあります。

ポ ー ル レイツ ジュブ レ シャンベ ル タン ラヴォ ー サン ジャック
PAUL REITZ GEVREY CHAMBERTIN LAVAUX SAINT JACQUES

品種：ピノノワール

¥15,000

生産地：ブルゴーニュ

年代：2001

ポールレイツは抜群に選球眼の良い歴史ある家族経営のネゴシアン。樽の購入先はDRC以下、秀れたドメーヌが多くあります。ラヴォー サンジャックは数ある
1級畑の中でも特級と肩を並べるトップクラスの優良畑です。タンニンの固かった2001年は今 飲み頃を迎えて素晴らしい味わいです。自社直輸入品。

ジャン タル ディヴォ ーヌ ロマ ネ レ ショ ー ム

¥16,000

HEAVY

クロ フランタン エシェゾ ー G C

品種：ピノノワール

生産地：ブルゴーニュ

年代：2003

¥30,000

ヴォーヌロマネ村のグランクリュ。オーナー水野が多くの樽の中から気に入ったものだけをセレクトし、ボトリングしてもらった自社輸入品です（輸入元六覺燈）。
クロフランタンは「目のくらむほど絢爛たる、芳醇複雑なワインを生み、10〜15年はらくに保つ」とロバートパーカーに評価されているドメーヌです。

ル ー チェ

シル ヴァ ー オ ー ク ナパ ヴァレ ー カ ベ ル ネ ソ ー ヴィニヨン

¥25,000

ダ ラ ヴァレ カ ベ ル ネ ソ ー ヴィニヨン

¥38,000

DALLA VALLE

品種：カベルネソーヴィニヨン

品種：カベルネソーヴィニヨン

生産地：カリフォルニア

生産地：カリフォルニア

年代：2012

カリフォルニア ナパのポイヤックといわれる地区にある小さな家族経営のワイナリー。
「世界に誇る偉大なワイン」
というヴィジョンのもと、アメリカワイン初の
パーカー100点を獲得し一躍世界的なワインになりました。生産量が少なく、一方でたいへん人気が高いため、あまり出廻っていません。このカベルネは、
1986年のデビュー以来30年にわたり、ナパのカベルネ ソーヴィニヨンの最高峰のひとつです。

シンフォニア シラ ー
SINFONIA SYRAH

品種：シラー

¥2,800

生産地：スペイン

完熟したシラーならではの黒果実やスミレのような芳醇な香りと、柔らかなタンニンの甘味を感じる飲み応えのある赤ワインです。

マレノン グ ランド トック ル ー ジュ
MARRENON GRANDE TOQUE ROUGE

品種：シラー、
グルナッシュ

¥3,800

生産地：ローヌ

赤果実と花の豊かなアロマ。
良く熟した果実味と長い余韻が感じられ、
しっかりとしたストラクチャーのあるリッチな赤。

¥23,000

ティレルズ シラ ーズ

LUCE 品種：メルロー、サンジョヴェーゼ 生産地：イタリア 年代：2015
フィレンツェの名門 フレスコ バルディとカリフォルニアワインの父、
ロバート モンダビのジョイントで生まれた、
メルローの柔らかさと
トスカーナ州モンタルチーノの土着品種サンジョベーゼのしっかりとしたボディ、
エレガンスが見事に融合したスーパープレミアムワイン。

TYRRELL’S OLD WINERY SHIRAZ

品種：シラーズ

¥3,800

生産地：オーストラリア

品種の個性を大切に造られる。
シラーズ特有の厚みと、
力強さを感じるワイン。

【CABERNET SAUVIGNON】酸味とタンニンが一番強い品種で飲みごたえ十分

レ・タンヌ オクシタン カ ベ ル ネソ ー ヴィニヨン
LES TANNES EN OCCITANIE CABERNET SAUVIGNON

品種：カベルネソーヴィニヨン

リッチでスパイシーな洗練されたストラクチャーを持つシラー。深く甘いタンニンと余韻として上ってくる胡椒香が奥行きある味わい。

マックマ ニ ス

¥2,800

CHATEAU NICOT

品種：カベルネソーヴィニヨン、
メルロー

生産地：ボルドー

CHATEAU HAUT RIOT

品種：カベルネソーヴィニヨン

生産地：ボルドー

品種：カベルネソーヴィニヨン 生産地：チリ
チェリーの様な赤い果実の香りが溢れ、綺麗な酸味と豊かな果実味に、
ソフトなタンニンが調和し優しく広がる。
TERRA NOBLE PINOT NOIR RESERVA

レッドツリー カ ベ ル ネソ ー ヴィニヨン

RED TREE CABERNET SAUVIGNON 品種：カベルネソーヴィニヨン 生産地：カリフォルニア
チェリーとほのかにオークの風味、優しいタンニンに赤い果実のジャムを思わせる凝縮感あふれる赤ワイン。

シャトー サンクリット ラブ ＆カ ベ ル ネ
CHATEAU SAINCRIT LOVE&CABERNET

品種：カベルネソーヴィニヨン

生産地：ボルドー

ハ ロン シ・オ・シ

¥3,800

トルブ レック キュベ ジュヴ ナ イルス

JALON SI O SY

PEDRONCELLI CABERNET SAUVIGNON

品種：カベルネソーヴィニヨン 生産地：カリフォルニア
豊かなプラム、
セージ、
トーストしたオークのアロマでスパイスを加え煮詰めたブラックベリージャムもニュアンス。

シャトー オ ー ベ ル ジェイ
CH.HAUT BERGEY

品種：カベルネソーヴィニヨン主体

生産地：ボルドー

TORBRECK Cuvée JUVENILES

McMANIS CABERNET SAUVIGNON

品種：カベルネソーヴィニヨン
黒いベリーの味わいで樽の香ばしさがあり、
クリーミーで穏やかなタンニン。

シャトー レ ゾル ム ソル ベ
CHATEAU LES ORMES SORBET

品種：カベルネソーヴィニヨン主体

生産地：カリフォルニア

生産地：ボルドー

年代：2007

シャン テ シガル シャトー ヌフ デュ パプ

MOULIN DE LA GARDETTE

ITER CABERNET SOUVIGNON

品種：カベルネソーヴィニヨン 生産地：カリフォルニア
黒系の果実の華やかな香りココアのニュアンスでタンニンは柔らかく舌触りはとてもスムース。

バ ロン ド ブ ラ ーヌ

（※右上へ続きます。）

GIGONDAS TRADITION 品種：グルナッシュ主体 生産地：ローヌ

アー ニ ー エ ルス ビッグ イー ジ ー

¥8,500

¥8,000

¥8,000

ERNIE ELS BIG EASY 品種：シラー主体 生産地：南アフリカ

所有者のゴルフプレイヤー アーニー エルスは優雅なスイングと温厚な性格からThe Big Easyというニックネームで知られています。
彼のあだ名がワイン名のこのワインは6種類のブドウの個性が見事に調和、名前の通りゆったりとしたフルボディ。

PAUL REITZ Juliénas BURGONDIA d’Or

品種：ガメイ

生産地：ブルゴーニュ

年代：1998

¥6,000

驚きの1998年産クリュ ボジョレ。
ぶどうはガメイですが、
ブラインドで飲めばチャーミングなピノノワールと間違えてしまうかも？

フォル ティウス・ロブ レ

FORTIUS ROBLE TEMPRANILLO

品種：テンプラニーリョ

¥3,800

生産地：スペイン

アメリカンオークで6ヶ月間熟成させたリッチな味わい。
コストパフォーマンスの高い赤ワイン。

ストーン ヴァレ ー レッドブ レンド
STONE VALLEY RED BLEND

品種：ジンファンデル主体

¥3,800

生産地：カリフォルニア

豊かな果実味を持ち、
ハーブやスパイスの風味が心地良く、丸みのあるジューシーな果実味で濃厚で濃密なワインです。

マックマ ニ ス ジ ンファン デル

¥7,500

BARON DE BRANE 品種：カベルネソーヴィニヨン主体 生産地：ボルドー 年代：2004
マルゴー2級格付ブラーヌ カントナックのセカンドワイン。マルゴー村らしい果実味に富み柔らかなスタイルのワインを造っています。なめらかで飲み頃です。

生産地：コート・デュ・ローヌ

ポ ー ルレイツ ジュリア ナ ブル ゴ ン ディア ド ー ル

¥8,500

¥11,000

品種：シラー主体

【OTHERS】

ERNIE ELS CABERNET SAUVIGNON 品種：カベルネソーヴィニヨン 生産地：南アフリカ 年代：2012
ボルドースタイルのとても力強い赤。
カベルネ ソーヴィニヨン100％。手摘みされたぶどうは、17ヶ月樽熟成。
カシスにカカオやハーブの芳香と
スパイシーな濃厚な果実味とミネラル感のあるピュアな味わいです。

イー タ ー カ ベ ル ネソ ー ヴィニヨン

¥7,000

オーガニックで伝統的なたくましい赤ワインを造っており、
ジゴンダスのトップ生産者の一人。
８０％グルナッシュとムールヴェードル、
サンソーの古樹で造らフルーれ、
ツと柔らかいタンニンに溢れ、香り高い豪華なフルボディです。
自社直輸入品。

¥5,500
¥8,000

年代：2006

ム ー ラン ド ラ ガル デット ジ ゴ ン ダ ス トラディション

¥4,800
¥6,200

生産地：オーストラリア

世界中・日本でも人気の高い南フランスの豊かな官能的赤ワイン。豊かなフルーツのボリューム感と柔らかなタンニンの噛めるような質感のある
フルボディの味わいが口中に長く続きます。
自社直輸入品。

¥5,000

しっかりした骨格があり、華やかな香りとシルキーなタンニンの見事なバランスを持っています。これから飲み頃、価格もたいへんリーズナブルなワインです。自社直輸入品。

アー ニ ー エ ルス カ ベ ル ネ ソ ー ヴィニョン

品種：グルナッシュ、
シラーズ、ムールヴェードル

CHANTE CIGALE CHATEAUNEUF DU PAPE

15世紀まで歴史をさかのぼるぺサック レオニャンのシャトー。魅惑的な香りとシルキーなタンニンが特徴、丁度飲み頃です。
自社直輸入品。

マックマ ニ ス カ ベ ル ネソ ー ヴィニヨン

¥5,800

生産地：スペイン

トルブレックは毎年パーカーポイント90点後半を獲得、
コンスタントに高品質なワインを造っています。
エレガントかつボリュームたっぷりな
スケールの大きいワインです。

¥3,800

¥9,500

年代：2006

品種：シラー

ラズベリーやココアなどの複雑な香り。
スレート土壌由来の独特なミネラル質、
タンニンが良く溶け込んだフレッシュでスムーズな口当たり。

カベルネソーヴィニヨンが大好きなオーナーがつくる数量限定ワイン。よく熟したジューシーな果実感溢れ、程よいタンニンが調和した冷やしても美味しい一本。

ペドロン チェリー カ ベ ル ネソ ー ヴィニヨン

¥5,500

生産地：カリフォルニア

¥3,800

活き活きとした果実味が身上。
シダーやセージの爽やかな風味が食欲をそそる、大変飲みやすいワイン。

テラノブ レ カ ベ ル ネソ ー ヴィニヨン ＲＳＶ

シラ ー

品種：プティ・シラー

ブラックベリーに樽熟成によるキャラメル、
チョコの香りが加わり華やかな印象。
タンニンは柔らかです。

家族経営のシャトー。構成はしっかりしているが、
つやのある口当たりでタンニンも滑らかなワインです。

シャトー オ ー リオ

プ ティ

McMANIS PETITE SIRAH

生産地：ラング ドック・ルーション

南仏、
ラングドック地方のカベルネ・ソーヴィニヨン100％のワイン。豊かな果実味と程よいタンニンが特徴。
肉料理によく合います。

シャトー ニコ

¥4,800

VALDIVIESO VALLEY SELECTION SYRAH 品種：シラーズ 生産地：チリ

McMANIS ZINFANDEL

品種：ジンファンデル

¥5,500

生産地：カリフォルニア

タンニンは非常にソフトでジューシーで熟した赤いベリーのニュアンス。
HEAVY

JEAN TARDY VOSNE ROMANEE LES CHAUMES 品種：ピノノワール 生産地：ブルゴーニュ 年代：2004
グランクリュ・ラターシュに隣接する1級畑産。この畑の所有者は実はメオカミュゼで、タルディが小作契約で借用、できたワインの半分をメオカミュゼに納め、
半分を自らのドメーヌ名でボトリングしています。メオカミュゼと同じワインで価格は1/3以下。現地セラーに残っていたストックを全量購入した自社輸入品。

¥13,000

年代：2000

LIGHT

VINCENT BACHELET MARANGES LA FUSSIERE VV 品種：ピノノワール 生産地：ブルゴーニュ 年代：2015
マランジュ最良の１級畑ラ フュシエールは、
しっかりしたタンニンが特徴で、
このワインは平均樹齢70年のピノノワールの収量を抑え、
凝縮した果実味とボディのある、
たくましいブルゴーニュ赤です。
自社直輸入品。

生産地：ボルドー

¥30,000

年代：1999

【SYRAH/SHIRAZ/GRENACHE】凝縮したベリーとブラックペッパーの香りでジューシーな味わい

HEAVY

¥10,000

カレラ ジョシュ ジェン セン セレクション ピノ ノワ ー ル

品種：メルロー主体

生産地：ボルドー

バ ル ディビ エソ ヴァレ ー セレクション シラ ー

LIGHT

オーストラリアにおけるピノノワールのパイオニアが造る、
チャーミングな果実味いっぱいの赤ワイン。

¥12,000

年代：2002

ポムロル、
サンテミリオンに隣接するフロンサックはメルロ主体の赤ワインで隠れた逸品が多く、
その中でも優良な3ツ星シャトーです。
HEAVY

【PINOT NOIR】赤いベリー系の妖艶な香りと余韻につながる酸味が特徴

生産地：オーストリア

オーストリア№1の赤ワインの造り手、毎年３樽（900本）のみ生産の特別キュヴェです。その内、
フレンチオークの1樽を、毎年に分けていただいています。
「このワインは六覺燈のために」
とラベルに記載。まさしく飲み頃、ボルドー1級にも引けを取りません。

シチリア最良のブドウの一つ、
ネーロダヴォラ。優しく果実味が広がり、味わいがしっかりと染み込んでいくバランスの良い赤。

サセッティ リヴィオ ペルティマ ロッソ ディ モンタルチーノ

品種：メルロー

LIGHT

VALLE DELL’ACATE TENUTA IBIDINI NERO D’AVOLA

¥6,500

¥20,000

年代：2003

年代：2012
1972年設立以来、ただ一つ カベルネ ソーヴィニヨンに特化したワインを造っている家族経営のワイナリー。最高峰のカベルネを造る為、オーク樽用の森や樽工場まで所有するほどの
完全主義。最高級アメリカンオークの新樽100％で25ヶ月熟成、さらに瓶熟成20ヶ月の長い熟成の後リリースされる、カベルネ84％他16％のリッチなボルドーブレンドです。

HEAVY

品種：メルロー主体 生産地：ボルドー 年代：2001
年産4000ケースの小さなシャトー。樹令40年のメルロー、
カベルネ ソーヴィニヨンで造られ、新樽15％で12ヶ月熟成、
サンテミリオンらしい
優しい飲み心地のワインです。
サンテミリオン傑出年1998は今が飲み頃で優れもの、
シャトー蔵出しワインです。

品種：カベルネソーヴィニヨン主体

SILVER OAK NAPA VALLEY CABERNET SAUVIGNON

¥7,500

CH. LE JURAT

¥18,000

年代：2001

限りなく1級5大シャトーに近い、名門ボルドー、僯出したサンテステフ2級。
ヴィンテージにかかわらず、安定して肉付きのよいなめらかな
偉大なワインを造っています。1999年はエレガントで上品、
ブドウの完熟感を堪能できる飲み頃の逸品です。

¥4,800

シャトー ル ジュラ

生産地：ボルドー

シャトー コス デ ストゥル ネ ル

TERRA BURDIGALA CAUSSE ROUGE 品種：メルロー、カベルネ 生産地：ボルドー
よく熟した果実のフレッシュなアロマに程よい凝縮感。柔らかいタンニンで飲み易く、
ドライな味わいは食事に合わせて楽しみたいワイン。

¥3,800

生産地：イタリア

品種：カベルネソーヴィニヨン主体

CHATEAU COS D'ESTOURNEL

テラ・ブル ティガ ラ コッス ル ー ジュ

【SANGIOVESE/MONTEPULCIANO/NERO D'AVOLA】イタリアを代表する品種でどれもタンニンは控えめ

CLOS FRANTIN ECHEZEAUX

¥5,500

生産地：カリフォルニア

ブラックベリーとスパイスが混ざり合った果実味タップリで豊潤な仕上がり

Red wine

PEDRONCELLI PINOT NOIR

品種：メルロー

生産地：ボルドー

サンジュリアンの格付け第4級なのが不思議と思える優雅なボルドー。調和のとれた、
とてもしっかりとして堅実なワイン。
カベルネソーヴィニヨン主体のエレガントかつ果実味豊かなフルボディ。秀逸ヴィンテージ。

ソフトで滑らかなタンニンが特徴のメルロー種100％の赤ワイン。
オーク樽で熟成されます。果実味に富んだ、豊かな風味をお楽しみ下さい。

マックマ ニ ス メル ロ ー

品種：カベルネソーヴィニヨン主体

シャトー タル ボ

¥4,800

生産地：ラング ドック・ルーション

¥13,000

年代：2003

1961年にリュルトン家が所有後は品質も知名度もアップ、
カベルネ ソーヴィニヨンの割合が66％と多く、正統派マルゴースタイルのワインです。
2000年以降の品質向上は著しく、絶好調に美味しいです。
自社直輸入品。

PASSEREL MERLOT 品種：メルロー 生産地：ラング ドック・ルーション
人気の品種メルローから造られたワイン。滑らかな口当たりとプラムやプルーンのような果実味を存分にお楽しみください。
LA FORGE ESTATE MERLOT

生産地：ボルドー

ボルドー サンジュリアンの秀逸な２級シャトー グリュオラローズのセカンド。カベルネ ソーヴィニオンの割合が多く、タンニンの強いがっしりしたスタイル。自社直輸入品。

シャトー デュルフォ ー ル ヴィヴァン

¥3,800

ラ・フォル ジュ エ ス テ イト メル ロ ー

品種：カベルネソーヴィニヨン主体

¥4,800

モン テヴィエ ホ フェス ティボ マル ベック
MONTEVIEJO FESTIVO MALBEC

品種：マルベック

生産地：アルゼンチン

ミッシェル・ロラン監修のボデガ・モンテヴィエホのカジュアルレンジのワイン。豊かな果実味の、
すぐに楽しめる軽快な味わい。

クロ デュ ヴァル クラシック ナパ ヴァレー ジンファンデル
CLOS DU VAL CLASSIC NAPA VALLEY ZINFANDEL

品種：ジンファンデル

生産地：カリフォルニア

¥8,800

ジンファンデルはカリフォルニア独自のぶどう品種で、ソフトでしなやかなタンニンを持ち、赤系果実と甘いスパイスの香りが口いっぱいに広がる、魅力的な赤ワインです。

【CHENIN BLANC】 カリンや白い花のニュアンスのアロマティックな葡萄

赤 甘口

カビッキ オ ー リ ランブルスコ ロッソ ドル チェ

白 甘口

ヴィッラ・ヨラン ダ モ スカ ート・ダ ス ティ

RICH

CAVICCHIOLI LAMBRUSCO ROSSO DOLCE 品種：サラミーノ、ソルバーラ 生産地：オーストラリア
やさしい甘さの微発泡赤ワイン。美しいルビー色、
イチゴを連想させるソフトで甘い香りと味わい。

¥3,000

FRESH

Sparkling wine
¥4,000

VILLA JOLANDA MOSCATO D’ASTI

品種：シャルドネ、
ピノノワール

¥3,000

生産地：チリ

爽やかな柑橘果実の風味とふくよかな質感が特徴的で、心地よい泡が立ち上がります。

カビッキ オ ー リ バ ロヴィエ

品種：ピノビアンコ、
シャルドネ

¥3,800

生産地：イタリア

フレッシュ＆フルーティな辛口スパークリング。
デリケートな泡立ち、親しみやすい味わい、その上厚みも感じる人気定番アイテム。

スマ ロッカ カヴァ プ ジョニ ス ブリュット

¥4,800

セレナ プ ロ セッコ トレヴィー ゾ ブリュット

¥4,800

¥6,000

RONCO CALINO FRANCIACORTA BRUT

JAILLANCE METHODE TRADITIONNELLE BRUT CHARDONNAY

品種：シャルドネ

生産地：フランス

¥5,000

¥7,000

LE BORDEAUX MAUCAILLOU BLANC

品種：ソーヴィニヨンブラン、
セミヨン

¥30,000

RICH

NORIA SAUVIGNONBLANC NAKAMURA CELLARS

スワロ ー ゲ ヴェルツトラミネ ー ル

フランツ ヒルツベ ルガ ー シャルドネ シュロスガル テン スマラクト

生産地：オレゴン

¥3,800

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。

ホ スピ テン リースリング ＱｂＡ トロッケン
HOSPITIEN RIESLING QbA TROCKEN

品種：リースリング

生産地：ドイツ

¥4,800

モーゼル中流域やセザールの銘園の畑のブドウから造られ、フルーティな果実味と酸味のバランスの良い、スッキリ爽やかな、ほんのり甘口のワインです。

ゼルバッハ オスター ツェルティンガー シュロスベルグ シュペトレーゼ

SELBACH-OSTER ZELTINGER SCHLOSSBERG RIESLING SPATLESE 品種：リースリング 生産地：ドイツ 年代：2007

¥7,000

モーゼル川沿いの日当たりの良い丘斜面の上部に位置するこの畑は平均樹齢が約50年。はつらつとした酸味と甘味のバランスが
たいへん素晴らしい逸品です。
リースリングは熟成して本領を発揮します。秀逸年のこの2007はまさしく飲み頃。
FRESH

グリーン ペップ グリュナ ー ヴェルトリー ナ
GREEN PEPP GRUNER VELTLINER

品種：グリュナーヴェルトリーナ

¥4,800
生産地：オーストリア

RICH

ペップは「キュートな」の意。柑橘系のフレーバーにエキゾチックで果実味を感じる親しみ易い味わい。

オーストリアのトップワイナリー。極少量生産限定品。ボリュームある白できれいに熟成したおすすめ品。大きめのグラスでお楽しみください。

DUMOL CHAEDONNAY CHLOE RUSSIAN RIVER VALLE

JURTSCHITSCH SONNHOF Grüner Veltliner 品種：グリューナー フェルトリーナー 生産地：オーストリア 年代：2001

¥9,000

オーストリアの有機農法の先駆者。
グリューナー フェルトリーナーはオーストリアを代表する白ワインぶどう品種。ボリューム感、
フレッシュさ、熟成を兼ねそなえた、
たいへん珍しい秀れ物。オールマイティな白。

LA FORGE ESTATE UNWOODED CHARDONNAY

ミシェル カイヨ バター ル モンラッシェ

¥12,000

品種：シャルドネ

¥11,000

CHATEAU PESQUIE CHARDONNAY

品種：シャルドネ 生産地：ラング ドック・ルーション

生産地：アルゼンチン

品種：シャルドネ

FOUND STONE CHARDONNAY

品種：シャルドネ

¥38,000

偉大なモンラッシェの東隣にある特級畑バタール モンラッシェは、世界中で最高の白ワインのひとつで、シャルドネが達しうる極地。熟成期間を長く
することでフィネスを与え、幾重もの味わいの層が余韻に心地よく広がる極上の白ワインです。大振りのグラスでお楽しみ下さい。自社直輸入品。

生産地：ローヌ

生産地：オーストラリア

マレノン グ ランド トック

MARRENON GRANDE TOQUE BLANC

品種：ヴェルメンティーノ、
グルナッシュブラン

¥4,000

品種：ガルナッチャ・ブランカ主体

エ ス テッラ モ スカ ート
ESTELLA MOSCATO

¥3,800

生産地：スペイン

品種：モスカート

¥3,800

生産地：イタリア

ライチや蜜を含んだリンゴなど甘やかで華やかな香り。味わいは丸みがあり、酸とミネラル感のバランスのとれた爽やかな辛口白ワインです。

スマ ロッカ ミュスカ
SUMARROCA MUSCAT

¥4,800

品種：ミュスカ

¥4,800

生産地：スペイン

ペネデスで最も早く外国からの品種を取り入れ成功した生産者。
マスカットの甘い香りを持つ個性豊かな辛口。

マックマ ニ ス ヴィオニ エ
McMANIS VIOGNIER

¥3,000

（※右上へ続きます。）

¥3,800

凝縮した果実味が特徴。
トロピカルフルーツや白い花のニュアンスと、
きれいな酸によるフレッシュな飲み心地が楽しめます。

¥2,800

トロピカル果実やグレープフルーツの新鮮な果実味を持ちます。引き締まった酸が心地良いオーク香と共に長い余韻となって残ります。

生産地：ローヌ

ヴェルメンティーノがもたらす花の香りが印象的なとてもアロマティックなワイン。ふくよかで余韻の長い優しい味わい。

RAIG DE RAIM BLANCO

非常にバランスのとれた、
とても爽やかな飲み口。
白い花のような芳香と、良質なミネラルをたっぷり含んだ豊かな味わいのワイン。

ファウンド・ストーン シャルドネ

品種：シャルドネ 生産地：ブルゴーニュ 年代：2009

ラッチ・デ・ライム ブ ランコ

パイナップルやリンゴ等フルーティで爽やかな果実味を持ち、心地良いナッツ香も広がり、綺麗な酸味とともに長いフィニッシュが楽しめます。

シャトー ペ スキ エ

MICHEL CAILLOT BATASD MONTRACHET

【OTHERS】

異なる特徴を持つ畑のシャルドネを別々に醸造し、澱と共に数カ月熟成させることから、
スッキリと爽快かつ複雑味のある白ワインです。

ALTA CHARDONNAY

品種：シャルドネ 生産地：カリフォルニア 年代：2015

デュモルはカリフォルニアでのブルゴーニュ品種最高の造り手ワイナリー、ホワイトハウス晩餐会の常連です。最高の畑リッチーヴィンヤードの
ぶどうから造られ、素晴らしいフィネスと自然なりリッチさ、
ミネラル感のある酸味があり、非常にエレガントで洗練された味わいです。

【CHARDONNAY】 白ブドウの代表格で作り手の個性が最もワインに出やすいブドウ

アル タ シャルドネ

¥18,000

デュモ ル シャルドネ クロ エ ロシアン リヴァー ヴァレ ー

品種：ヴィオニエ

¥5,500

生産地：カリフォルニア

桃、梨、
アプリコットなどのアロマでミネラリーでリッチな口当たり。

RICH

ユルチッチ ソンホフ グリューナー フェルトリーナー シェンケンビエル

品種：ソーヴィニヨンブラン 生産地：オーストリア 年代：2005

ラ・フォル ジュ エ ス テ イト

¥11,000

FRANZ HIRTZBERGER CHARDONNAY SCHLOSSGARTEN SMARAGD 品種：シャルドネ 生産地：オーストリア 年代：2003

¥7,000

テメントはオーストリアソーヴィニヨンブランのスペシャリスト。一番自慢の畑のツィルエッグを新樽100％で熟成。織細さとパワフルさのバランスに優れたこのワイン。

FRESH

品種：ゲヴェルツトラミネール

¥13,000

品種：シャルドネ 生産地：ブルゴーニュ 年代：2009

ムルソー造りの名手ミシェル カイヨの特別良い区画「リムーザン」。
グラスの中で変化する香りと味わいを存分にお楽しみいただけます。

¥8,000

このワインは火打石のシレックス土壌の一番樹齢が高いソーヴィニオン ブランから造られ、ミネラル感の強い豊かな個性的フルボディです。たいへん熟成ポテンシャルのあるワインです。

TEMENT SAUVIGNON BLANC ZIEREGG

【RIESLING/GEWURTRAMINER/GRUNER VELTLINER】 芳香性が高く白い花系の華やかな香り

甘口

MICHEL CAILLOT MEURSAULT LE LIMOZIN

品種：ソーヴィニヨンブラン 生産地：ロワール 年代：2005

テメント ソ ー ヴィニョン ブ ラン ツィル エッグ

果実味を強調し、素直でフルーティー。
フレッシュな味わいに仕上げられ、食中酒最適な白ワイン。

¥15,000

品種：シャルドネ 生産地：ブルゴーニュ 年代：2014

ミシェル カ イヨ ム ルソ ー ル リム ー ザ ン

FRESH

生産地：アルゼンチン

RICH

RICH

品種：ピノグリ主体

¥4,200

HENRI BOURGEOIS SANCERRE LA BOURGEOIS

¥9,000

フランス国内の昔からのお得意先でほとんど完売してしまう実力生産者。
日本への入荷は極少量です。新樽20％で、18ヶ月の
長い熟成を経て、洗練された果実味と豊かなミネラル、透明感のある味わいが特徴。

生産地：カリフォルニア

アンリ ブル ジョワ サン セ ー ル ラ ブル ジョワ ース

品種：シャルドネ 生産地：ブルゴーニュ 年代：2016

JEAN CLAUDE BACHELET PULIGNY MONTRACHET

¥5,000

品種：ソーヴィニヨンブラン主体 生産地：ボルドー 年代：2016

¥8,500

品種：シャルドネ 生産地：カリフォルニア 年代：2016

ジャン クロ ード バシュレ ピュリニィ モンラッシェ

生産地：ボルドー

元々はこのシャトーの家族・従業員・客人の為に造られた白ワインです。グレープフルーツ、メロンのの香りにほんのり樽香の心地よい上品な味わい。

¥2,800

PINOT GRIGIO ORGANIC 品種：ピノグリージョ 生産地：イタリア
オーガニックの認定を受けたワイン。青リンゴや洋ナシなどの爽やかな香り。柔らかい口当たりと余韻に感じる心地良い苦味が魅力です。

F リュルトン フィンカ ラス イゲ ラス ブ ランコ

BLANC DE CHASSE SPLEEN

¥6,500

ブルゴーニュ コート・ドール最南端の村マランジュで代々続くドメーヌの一族。肉付きが良く豊満な風味たっぷりのシャサーニュの特徴が
良く出たリッチなたいへん評価の高いワインです。ゆっくりとお楽しみください。
自社直輸入品。

RICH

FRESH

カ ー サ・ヴィ二 コラ・サルトー リ ピノグリー ジョ オ ー ガ ニック

F LURTON FINCA LAS HIGUERAS BLANCO

やや甘口

VINCENT BACHELET CHASSAGNE MONTRACHET

生産地：ニュージーランド

ブ ラン ド シャス スプリーン

【PINOT GRIGIO/PINOT GRIS】 薄い灰色がかったブドウでフレッシュで素直な味わい

生産地：ブルゴーニュ 年代：2015

ヴァンサン バシュレ シャサ ーニュ モンラッシェ

日本人醸造家が造る繊細な日本食に合うカリフォルニアワインを目標に適したブドウと地域を選択しています。

White wine

品種：シャルドネ

自身の名を記したセレクションは自社畑と厳選されたセントラル コーストの選りすぐりの畑のぶどうから造られます。
華やかな香りとクリーミーな舌触り、
シルキーな余韻が長く続きます。
ラベルは女性書道家 紫舟氏によるデザインです。

¥3,800

¥6,500

品種：ソーヴィニヨンブラン

MONTAGNY LES CHANIOTS

CALERA JOSH JENSEN SELECTION CHARDONNAY

¥5,500

ノリア ソ ー ヴィニヨンブ ラン ナカ ムラセラ ーズ

¥5,200

生産地：カリフォルニア

カレラ ジョシュ ジェンセン セレクション シャルドネ

TERRA BURDIGALA LA VIGNE D'ARGENT 品種：ソーヴィニヨンブラン、セミヨン 生産地：ボルドー
ソーヴィニヨンブラン種のグレープフルーツや白い花の爽やかなアロマに、セミヨン種のリッチな味わいが理想的に組み合わさった、クリスピーなワイン。

瓶熟成は10年以上。繊細でエレガントなスタイルの中に、熟成された豊かで力強い個性が感じられます。1999年に行われた20世紀を
代表するシャンパーニュとして、
このキュヴェの1959が１位、1961が2位という偉業を達成しています。

品種：シャルドネ

ブルゴーニュ シャルドネが持つ様々な要素を味わえるピュアな美味しいワイン。生産者はクオリティにこだわり、低価格でも美味しいワインを産み出す事で、
絶大な信頼を得ているモンタニーの生産者組合です。自社直輸入品。

¥3,800

テラ・ブル ティガ ラ ヴィー ニュ ダル ジャン

BILLECART SALMON CUVEE NICOLAS FRANCOIS 品種：ピノノワール、シャルドネ 生産地：シャンパーニュ 年代：2002

SWALLOW GEWURZTRAMINER

CAVE DE BUXY

メドック格付け4級に値すると言われるクリュ ブルジョワ シャトー。ソーヴィニヨン ブラン70％、セミヨン30％で造られ、爽やかで果実味のサッパリした味わいです。

BRUNO PAILLARD EXTRA BRUT BLANC DE BLANCS GRAND CRU 品種：シャルドネ 生産地：シャンパーニュ 年代：NV
グラン クリュ畑で採れた一番搾りのシャルドネ100％、
ドサージュは5ｇ/Ｌと少なく、4年間シュールリー熟成されています。軽やかな風味に
あふれ、
フレッシュな味わいとミネラルが際立つストレートでエレガントな辛口シャンパーニュ。

¥6,000

生産地：カリフォルニア 年代：2015

カ ーブ ド ビュクシ ー モンタニ ー レ シャニ オ

¥5,500

ル・ボ ルド ー モ ー カ イユ ブ ラン

ブルーノ パイヤール エクストラ ブリュット ブラン ド ブラン グランクリュ ¥ 1 5 , 0 0 0

品種：シャルドネ

レモンの皮や青リンゴ、花、蜂蜜香など複雑なアロマを持ち、ほのかなオーク香とふくよかな果実香が口中に広がります。複雑で飲み応えある極上の白ワインです。

LE PETIT COQUEREL SAUVIGNON BLANC 品種：ソーヴィニヨンブラン主体 生産地：カリフォルニア
トロピカルフルーツやシトラス系グレープフルーツが混ざり合ったアロマでまろやかな口当たり。

ピノノワール100％のブランドノワール。瓶内2次醗酵を低温でゆっくり行うので、泡立ちがキメ細く、シンプルでクリアな透明感のあるシャンパーニュ。

やや甘口

HANDCRAFT CHARDONNAY

ル プ ティ コクレル ソ ー ヴィニヨウンブ ラン

¥4,800
生産地：アルゼンチン

柑橘系、
メロン、
トロピカルフルーツのフルーティーな香りがありクリーミーでバランスの良い味わい。

¥2,800

品種：ソーヴィニヨンブラン

シャルドネ

PEDRONCELLI CHARDONNAY

ジューシーなトロピカル・フルーツのアロマを持つボリューム感のある味わい。いきいきとした酸も心地良く、飲み飽きしない綺麗な味わいです。

HENRI GIRAUD ESPRIT NATURE 品種：ピノノワール、シャルドネ 生産地：シャンパーニュ 年代：NV
この３０年間最高級のシャンパーニュを造る為に研究を重ねてきた。
この研究の集大成の第一歩ともいえるのがエスプリナチュールです。
完熟した桃や洋梨などのフルーティな香りの中に、バニラや白コショウのニュアンス

ビ ルカ ー ル サル モン キュヴェ ニコラ フランソワ

ペドロン チェリー

HIDDEN PEARL SEMILLON／SAUVIGNON BLANC 品種：セミヨン、ソーヴィニヨンブラン 生産地：オーストラリア
レモンやグレープフルーツなどの柑橘果実と微かにハーブの風味が感じられます。明るく溌剌としたフレッシュな白ワインです。

HOME CREEK MARLBOROUGH SAUVIGNON BLANC

品種：シャルドネ

パイナップル、
マンゴーなどトロピカルフルーツを連想。樽からの風味も程よく、
アロマとミネラルの豊かなシャルドネ。

ハンドクラフト シャルドネ

ヒドゥン・パ ー ル セミヨン ソ ー ヴィニヨンブ ラン

ホ ー ムクリー ク マ ー ル ボ ロ ソ ー ヴィニヨンブ ラン

¥10,000

品種：ピノノワール 生産地：シャンパーニュ 年代：NV

FINCA SOPHENIA ALTOSUR CHARDONNAY RESERVAE

GAMMA ORGANIC SAUVIGNON BLANC RESERVA 品種：ソーヴィニヨンブラン 生産地：チリ
チリ屈指の自然派ワイナリー。
ライムやグレープフルーツ、ほのかなハーブ香。若い木の香りも漂う風味豊かな白ワイン。軽やかな口当たりです。

繊細かつ豊潤で、気泡が心地よい口当たり。
いつまでも続くような優美な余韻も楽しめます。

BAUSER BRUT TRADITION

フィアンカ・フォフィニア アルトレス C h a R S V

生産地：イタリア

ガ ンマ オ ー ガ ニック ソ ー ヴィニヨン ブ ラン レゼ ル バ

¥7,800

ボ ゼ ー ル ブリュット トラディション

¥5,500
¥3,800

品種：ガルガネッガ

品種：シャルドネ 生産地：ブルゴーニュ 年代：2015

テストゥは1967年創業、樹齢50年以上のシャルドネから、シャブリでしか表現できない個性を表現する事に集中しているドメーヌです。大変ミネラル感のある力強いワインです。自社直輸入品。

THE SPRINGS SAUVIGNON BLANC 品種：ソーヴィニヨンブラン 生産地：ニュージーランド
パッションフルーツの様なアロマが広がるソーヴィニヨン・ブラン。
ミネラル感にも優れリッチでジューシーな極上の味わいを持つ白ワインです。

BILLECART SALMON BRUT RESERVE 品種：シャルドネ、ピノ・ノワール、ピノ・ムニエ 生産地：シャンパーニュ 年代：NV

アンリ・ジ ロ ー エ スプリ・ナ チュ ー ル

TESTUT CHABLIS V.V

明るい麦藁色で桃や西洋梨の上品な香りがあり、程良いボディ感と爽やかな味わいが楽しめる、バランスの良い味わい。

ファットリ ソアー ヴェ

¥6,500

テストゥ シャブリ ヴィエイユ ヴィー ニュ

生産地：イタリア

ザ・スプリング ス ソ ー ヴィニヨンブ ラン

シャンパーニュと同じトラディショナル製法（瓶内二次発酵）で造られたスパークリング。繊細な泡に白い花や柑橘系の香りが爽やか。辛口のすっきりとした味わい。

ビ ルカ ー ル サル モン ブリュット レゼ ル ヴ

品種：トレッビアーノ

¥5,500

品種：シャルドネ 生産地：カリフォルニア

フランス国内の昔からのお得意先でほとんど完売してしまう実力生産者。
日本への入荷は極少量です。新樽20％で、18ヶ月の
長い熟成を経て、洗練された果実味と豊かなミネラル、透明感のある味わいが特徴。

【SAUVIGNON BLANC】 柑橘系やハーブ香りでスッキリとした酸味

品種：シャルドネ、
ピノノワール 生産地：イタリア 年代：NV
心地よい香り、
ソフトでバランスの良いクリーミーな口当たりと後口の良さは、
どんなお料理にも合わせることができます。有機栽培認証。

ジャイアンス メトード・トラディショナル ブリュット

VALORI TREBBIANO D'ABRUZZO

シャルドネ

McMANIS CHARDONNAY

イタリア ヴェネトのソアーヴェ地区で3世代に渡りワイン造りを行う生産者です。畑の想いが詰まったエレガントでピュアな味わいが魅力的。

FRESH

ロンコ カリーノ フラン チャコ ル タ ブリュット

¥5,000

ヴァロリ トレッビ アーノ・ダ ブルッツォ

FATTORI SOAVE

SUMARROCA CAVA BUJONIS BRUT 品種：バレリャーダ主体 生産地：スペイン
自社畑100％から造られるカヴァ。青リンゴや新鮮な柑橘系の香り、
フレッシュな果実味と心地良い酸味が絶妙なバランスの爽やかな一本です。

SERENA PROSECCO TREVISO BRUT 品種：グレーラ 生産地：イタリア
白い花や、青リンゴ、洋ナシなどのフルーティなアロマ。優しい泡立ち感はふわっと口に広がります。ミネラルと酸が豊かで、果実味溢れるスパークリングワインです。

マックマニス

【TREBBIANO/GARGANEGA】 イタリアを代表する品種でフレッシュでミネラリー

RICH

CAVICCHIOLI BAROVIER PINOT CHARDONNAY BRUT

品種：シュナンブラン 生産地：南アフリカ
焼きリンゴやフレッシュな柑橘類のアロマを持ち、柔らかな口当たりにシャキッとした酸味が心地良い辛口ワインです。

ラザノウ ホワイト

¥3,800

品種：シャルドネ 生産地：チリ

ワインの一部は樽で発酵。
トロピカルな心地よい風味を漂わせながらも、味わいは切れの良い辛口。

CAPE HEIGHTS CHENIN BLANC

品種：シュナンブラン、
シャルドネ、
ヴィオニエ 生産地：南アフリカ
世界でも有数の厳しい基準をクリアした有機ワイナリー。華やかなフレーバーに洋ナシの様な味わいを思わせるふくよかなワイン。

FRESH

FRESH

VALDIVIESO BRUT

ケ ープハイツ シュナンブ ラン

TERRANOBLE CHARDONNAY RESERVA

LAZANOU WHITE

品種：モスカート 生産地：イタリア
北イタリアの爽やかな口当たりが魅力的な微発泡性の甘口ワイン。マスカット種特有のフルーティでアロマティックな風味が口いっぱいに広がります。

バ ル ディビ エソ ブリュット

テラノブ レ シャルドネ ＲＳＶ

¥2,800

シャン テ シガル シャトー ヌフ デュ パプ ブ ラン
CHANTE CIGALE CHATEAUNEUF DU PAPE BLANC

品種：グルナッシュブラン主体

¥8,000

生産地：ローヌ

柑橘系の香りと丸みのある豊かな味わいが口いっぱいに広がり、心地よい余韻が長く続きます。
自社直輸入品。

