コトー デュ ジェノワ,ブ ラン

ラ グラン キュヴェ
葡萄品種 :メ ルロ、プティ ヴェルド
/生 産地域 :フ ランス・ボル ドー/FC125
¥2′

生産者 :ン ヤトー

葡萄 品種 :ソ ー ヴイニヨン ブラン
白 :辛 口 /生 産 地域 :フ ランス・ロ ワール /FB916

640

¥2′

敏腕コンサルタン ト、クロー ド
グロが手掛けるリッチな赤ワ
インです。完熟 した果実と樽熟
成 によるバ ニ ラの甘い風 味が
とてもバランスよく]￨1染 んでい
ます。ボル ドーらしい洗練され
たエ レガン トな味わいが魅力
です

ロワール川上流のサ ンセール
やフイィ フュメに隣接する工
リアで産するソーヴィニ ヨン
ブランで、爽や かで上 品な味
わいをもっています。相橘系の
果実に加え、バイナップルのよ
うな エキソティックな果実のア
ロマが広がります。

=

ド シラーズ

ゴデリア ティント

葡萄品種 :シ ラーズ
・マクラーレン ヴェイル/AU007

葡萄 品種 :メ ンシア
赤 ￨フ ル 小テイ/生 産地域 :ス ベ イン・ビエ ルソ/S195
¥2′

200

生産者 :ブ ノワ ショヴォー

ヴエルモン

860

¥3′

300

生産者 :ア ラミス ヴィンヤーズ

「スヘ インのブル ゴーニュ」と
も称 され る、ス ベ イン北 部 の
注 目の産地、 ビエル ソで産 す
るエレガン トなワインです。土
着品種メンシアのポテンシヤル
を最大 限 に引き出 した、個 性
豊かで印象的な 1本 です。

単一の区画のシラーズ を使 い、
フレンチオークの樽 (新 樽比
率 35%)で 24ヶ 月の熟成さ
せました。ブルーベ リーやスミ
レの豊かなアロマに八角の甘
いスパイスが混ざり合っていま
す。ソフトできめ細かなタンニ
ンが全体を支えています。

ト デュ ローヌ ヴィラージュ サブレ

ニヨン ヴアルブル…ナ

決ド い
・
︐

♂ ¨

生産者 :ボ デガス イ̀ニ ェ眠 =テ リ
ア

ムールヴェードル
葡萄品種 :グ ルナッシュ、シラー、カリニヤン、
::フ ルボディ/生 産地域 :フ ランス
・コート デュ ローヌ/FC233

葡萄 品種 :ソ ー ヴィニヨン

ブラン

イタリア・ロンバルディア/1077

¥2,200

¥2′

530

生産者 :ド メーヌ ビュルル

生産者 :ラ

所有する畑の中でも、より高い
品質が得 られるサブレ村 の葡
萄を使つたコー ト デュ ロー
ヌです=フ ルーヘ リーやカシス
の果実の豊 かなア回マ にかす
か に力カオや チ ョコ レー トの
ニユアンスが感 じられます。

品質に一切の妥協を許さないル
チアーノ ビオーナが独 自のス
タイルで造るソーヴィニヨン
ブランによる白です。アプリコッ
トや桃などア回マティックな香り
が広 がり、しつか りとした豊か
な果実味が感じられます。

サンドル ミネルヴォワ

オー モンデジール

葡萄品種 :シ ラー、
クルナシュ
ンス・ラングドック ルション/FB148

葡萄 品種 :メ ル ロ、マルベ ック
赤 :フ ル ボディ/生 産地 域 :フ ランス・ボル ドー /FC204
¥3,080

¥3′

300

プレンディーナ

渇 ■

生産者 :レ イモン ジユリアン

ー モンデジール ガザン
生産:者 :シ ャト

マセラシオン カルボニックに
よる非 常 にフル ー ティか つ ボ
リュームがある印象深 いワイン
です。手摘 みで収穫 した葡萄
は、房 の ままタンクに入れ 発
肇させます。その後、 500Lの
導で 18ヶ 月ゆつくりと熟成させ
ています

カメラマンから転身し、夢だつ
たワイン造りの道を選んだマル
ク パスケによるボル ドー右岸
のワインです。 ヒュー ジョン
ソンの「ポケツト ワイン ブツ
ク」でコー ト ド ブールの トッ
プ ブシャトーのひ とつに挙げ
られています。

:

アメデオ クストーツア スペリオーレ
葡萄 品種 :ガ ル ガネガ、フェルナンタ、トレッビアーノ、トレッビアネッロ
自 :辛 回//生 産地域 :イ タリア・ウェネ ト/1200
Y2,750

生産者 :カ ヴアルキーナ
白い花、熟 した柑橘系の果実、
樟熟成 による芳醇 な風味が豊
かに広がります。国に含むと柔
らかな酸とコクがあり、非常に
完 成 度 の 高 い仕 上 が りで す。
品質に一切の妥協 を許さない
ル チアー / ピオーナの哲 学
が見事に表現されています。

―
=「

∫
最終月は .‐・￨「・

+

￨:「

3本 でコース料金の

爛 職ご

レン

レッロ トスカ…ノ

‐

ジゴングス
シラー、
サンソー、ムールヴェードル
葡萄品種 :グルナッシ、
・コー ト デユ ローヌ/FC050
'ル ボディ/生 産地域 :フ ランス
500

2014

鰈

750

生産者 :カ ンポ アイ レッチ
バ リックと大樽で 18ヶ 月以上
熟成させ た、しなや かで味わ
い深い トスカーナの赤です。収
穫から最低 3年 以上寝かせて
からリリースします。熟 した赤
し｀
果実と樽の風味、心地よくな
めらかなタンニンがバランスよ
く混ざり合っています。

.́
,メ
｀^

¥5′

カベルネ ソーヴィニヨン、
メルロ
イタリア・トスカーナ/1810
¥2′
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生産者 :ド メーヌ デュ ケロン

150年 の歴史を持ち、ジゴンダスたつた 1種 類だけを
造り続 ける生産者です。現在は父親から引き継いだ 3
人の姉妹が畑仕事からワイン造りのすべてを行つてい
ます。伝統的な大緯で 1年 間熟成させたワインは滋味
深 く印象的な味わいです。

