珠玉の赤 ワイン
固函

拠囲砲回

４月

デ ゼサ…ル ルージュ

ロッソレアーレ
葡萄品種 :サ ンジョヴェーゼ
/生 産地域:イ タリア・アブルッツォ/1326
・
¥1′ 210

葡萄 品種 :メ ル ロ、カベル ネ フラン
/生 産地域 :フ ランス・南西地方 /FA236
¥1,430
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ボル ドーの東に広がるワイン産
地、ベ ルジュラックで産する赤
ワインです。ブルーベ リーやカ
シスを思わせる豊 かな果 実味
があり、飲み応えは十分です。
ほどよい渋みがあり、ステーキ
や焼き肉など肉料理 に大変良
く合います。
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ベイ デュ ガール レ ヴィ…ニュ ド モン ペール
葡萄 品種 :カ ベル ネ ソー ヴィニヨン、シラー
赤 :フ ル ボディ/生 産地域 :フ ランス・コー ト デユ ローヌ/F141
¥2′

生産者 :回 ッカ デイ モリ

「我が父の葡萄樹」という名前
のとおり、造 り手のシリル マ
レの父が 1977年 に植えたカベ
ルネ ソーヴィニヨンから造ら
れるワインです。フレンチオー
ク樽で 1年 間熟成させた味わ
い深 く、飲み応えのある 1本
です。

ナバエルス

ヴィ グルノー コルビエール

カベルネ ソーヴィニヨン、メルロ
/生 産地域 :ス ペイン・ナバラ/S107

葡 萄品種 :シ ラー、グルナッシュ
生産地域 :フ ランス・ラング ドック ル ション/FB884

¥1′
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¥1′

雷配 薔
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生産者 :ア ルノー シェ

スペイン北部のナバラで産 する
ワインです。アメリカンオーク
で 6ヶ 月、フ レンチオー クで
6ヶ 月、
合計 12ヶ 月樽熟成させ、
さらにボ トルで 1年 間熟成さ
せています。国当たりはなめら
かで、とても親 しみやすい味わ
いを持つています。

シラーとグルナツシュのブレン
ドによる南仏の赤 ワインです。
チャーミングなカシスのアロマ
に甘いリコリスやスパイシーな
ブラックペッパーのニュアンス
が混ざっています。フルーティ
で深みのある味わ い、長 しヽ
余
韻が楽しめます。
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スカーノ ポッジョ チヴェッタ

―ジュ ラ グラナッチャ
葡萄品種 :グ ルナッシュ
フランス・コート デュ ローヌ/F8053

¥2,530

¥2,530
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生産者 :テ ヌーテ ロセッティ
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イタリアのワイン誌で「最優秀
生産者」に選ばれたフアルネー
ゼが手掛けるトスカーナの意欲
作 です。乾 燥 しレーズン状 に
なった葡萄をベースのワインに
加え、再び発酵させる 「コヴェ
ル ノ」製 法 を現 代 に蘇 らせ、
秀逸なワインにしています̲
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フレンディーナ

熟成 は樽 の香 りが強 すぎない
ように新樽ではないバリックで
約 8ヶ 月行 います。カベ ルネ
フランやカベルネ ソーヴィ
ニ ヨンにあ りが ちな青つぱ い
ニュアンスは一切無 く、柔らか
で熟した果実味が心地よく感 じ
られる納得の 1本 です。
ホ

生産者 :エ ステザルグ葡萄栽培者組合
フランス最小にして最良の生産
者組 合、エステザル グの造る
ワインです。最 高 の葡萄 だ け
を選 りすぐつています。葡萄本
来の甘い香りとフレイバーが広
がります。ほどよい酸と凝縮さ
れ た果実 味が バ ランス良 く調
和 しています。

フラン、
カベルネ ソーウィニヨン、
メルロ
/生 産地域 :イ タリア・ロンバルデイア/1857
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生産者 :ボ デガ イヌリエータ

メルロ、カベルネ ソーヴィニヨン、シラー
/生 産地域 :イ タリア・ トスカーナ/1823
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生産者 :マ ス デ ブレサド

果実味の しつかりしたフーリア
のプリミティーヴォと相性の良
いアメリカンオークで 1年 間熟
成 させ、さらに大樽 に移 し数
か月熟成させます。ボリューム
があり、丸みのある国当たり、
樽の心地よい風 味が凝縮され
た果実に馴染んでいます。

Lゴ ヴェルン

生産者 :フ アルネーゼ
日当 た りの 良 い 丘 の 斜 面 で
育つた完熟のサンジョヴェーゼ
を使つています。濃縮されたベ
リーやプラムの果実がたつぷり
広がる軽快なワインです。毎 日
の食卓で、気軽 にいろいろな
お料理 に合 わせて楽 しんでい
ただけます。
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ヴォ サレント ブリアコ
葡萄品種:プ リミティーヴォ
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生産者 :シ ャトー デ ゼサール

ソーヴィニヨン

ベルネ ソーヴィニヨン
′
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リア・マクラーレン ヴェイル ′

卜… モンデジール ガザン ブライ
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 /FB593
¥3′
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生産者 :ア ラミス ヴィンヤーズ
フレンチオーク樽とタンクで約
18ヶ 月熟成 させています。非
常に ピュアでエ レガン ト、 しっ
か りとした骨格 がありなが ら、
洗練されています。凝縮された
ダータベ リーや リコリスの甘 い
フレイバーは、豊かなタンニン
とバランスよく調和 しています。
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生産者 :シ ャトー モンデジール ガザン
ボル ドー右岸のブライで産する力強さとエ レガン トさ
を併 せ持 つ 魅力的な ワインです。フレンチオークで
22ヶ 月、ゆつくりと熟成させています。 しつかりと凝縮
された果実味が感 じられ、飲み応え抜群です。

