
「ワインと言えば赤」という赤ワイン好きな方のためのコースです。世界の愛好家が

注目するローヌのトップ生産者、ドメーヌ ド ラ モルドレのエレガントでパワフ

ルなワインや、南米チリのペレス クルスが造る高品質でエレガントでフレッシュな

カベルネ ソーヴィニヨン、スーパータスカン「アッヴォルトーレ」で女口られるモリス

ファームズの親しみやすい赤など、個性豊かな赤ワインの競演をおたのしみください。

珠玉の赤ワイン

e毎月3′850円 (税込)× 5回
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カルムネール レセル′ヽ
葡萄品種 :カルムネール

:チ リ・エルキ ヴアレー/W045
¥1′320

生産者 :ビーニャ フアレルニア

熟成に 30%樽 を使用していま

すがいわゆるニューワールドス

タイルではなく、非常にバラン
スのよいスタイルに仕上がつて
います。ダークチョコレートや
バニラの香り、しつかりとした

リッチなボディがあり、複雑な
タンニンが感じられます。

Y2′530

生産者 :ドメーヌ ド ラ モルドレ

南部ローヌのトツプ生産者モル

ドレの手がけるコート デュ
ローヌです。スミレの花やハー

ブのアロマ、国に含むと熟した
カシスのフレイバーが広がり、
きめ細かいタンニンが心地よく
感じられます。力強さとエレガ
ンスに魅了されます。

マンドリオーロ
ソーヴィニヨン、プティ ヴエルド、シラー

ディァ/生産地域 iイタリア・トスカーナ/1645
Yl,650

生産者 :モ リスファームズ

マンドリオー回は「牧草地」を

意味します。フレッシユでベリー

系の豊かな果実の香りが広が
り、最初のひと口で飲む人をト
スカーナヘといざないます。凝

縮されたしつかりとした味わい

がありお肉料理にびつたりです.

ルージュ キュヴェ ソムロング
グルナッシユ、シラー、ムールウェードル、サンソー

フランス・コート デュ ローヌ/FB763
¥2′200

生産者 :アンドレ ブルネル

シャトーヌフ デユ バプの巨
匠アンドレ ブルネルが単一

畑の葡萄で造る高品質な赤ワ

イン。評論家ロバート パー

カー 」r lま 「普通のコート
デュ 回―ヌというよりはむし
ろ高級なシャトーヌフ デュ
バブ」とコメントしています。

ガバルダ ウノ
葡萄品種:ガルナッチヤ、シラー

/生産地域:スペイン・カリニェナ/S181
¥1′210

生産者 :ボデガス ガバルダ

夏は暑く冬は寒く、雨が少なく

乾燥した厳しい気候は葡萄の

栽培には非常に適しています。
濃厚で熟 した果実味があり、
ガルナッチヤの持つしつかりと
した骨格とシラーのンルクのよ
うな滑らかさを併せ持つバラン

スのよいワインです。

キアンティ コッリ フィオレンテイーニ

/生産地域 :イタリア

コロリーノ、メルロ
・トスカーナ/1532

Y2′750

生,菫:者 :フアットーリア ディ バニョーロ

バルトリーニ バルデリ侯爵家
がテラコッタで有名なインプル
ネータに所有するワイナリーで
す。イチゴやスグリ、スミレの
香りがありとてもエレガント、
サンジョヴェーゼの美味しさを
再認識するワインです。

チ コ′レヴィーナ
葡萄品種 :コ ルヴィーナ

/生産地域 :イタリア・ヴェネ ト/1543
Yl′320

生産者 :アルファ ゼータ

アマローネやヴァルポリチェッ
ラに使われるヴェネトの上着品

種コルヴィーナを使つたエレガ
ントな赤ワインです。熟したチェ

リーやプラムのアロマがあり、

国に含むとダークチェリーの風

味が感じられ、とてもバランス
のとれた味わいです。

ニヨン リミテッド エディション
葡萄品種 :カベルネ ソーヴィニヨン主体

チリ・マイポ ヴアレー/W059
Y2′ 530

生産者 :ペ レス クルス

フレンチオーク樽で 14か月熟

成させています。レッドベリー

の豊かな果実味と樽熟成によ
るスパイスの要素が見事に調
和しています。パワフルなタン
ニンが全体を支え、非常に良
く構成されたワインです。

フィロスール カ́ベルネ ソーヴィニヨン
´́́
/´  葡萄品種 :カ ベルネ ソーヴィニヨン

赤 :フ ルボディ/生産地域 :アルゼンチン・メンドーサ/A133
Yl′フ60

生産者 :アンデルーナ セラーズ

ア ン デ ス 山 脈 の 麓、標 高
1′300mの 畑の葡萄から造られ
るフルーティな赤ワインです。
フレンチバリックで 3～ 6ヶ月
熟成させています。熟した果実

味にホワイトベッパーやクロー

ヴなどスパイスの要素がバラン

ス良く混ざり合っています。

キュヴェ プレスティージュ
ベルネ ソーウィニヨン、カベルネ フラン

赤 :ミ ディアムボディ

ィ/生産地域:フ ランス・南西地方/FA239
Y2′ 090

生産者 :シ ャトー デ ゼサール

固定概念にとらわれず最高の
ワインのためには常に「ォー

フンマインド」がモットーのパ

スカル キュイセが造るワイン

です。凝縮された果実の甘さ

とパワフルなタンニンが絶妙な

調和を見せ、飲み応え抜群、
充実感を味わえる 1本です。

バ ロー ロ

葡萄品種 :ネ ッビオーロ

赤 |フ ルボディ/生産地域 :イタリア・ビエモンテ/1869
¥3′960

生産者 :ロ ベルト サロット

イタリアを代表する赤ワインで「ワインの王であり王の

ワイン」と評されるのが北イタリアのピエモンテで産

するバローロです。土着品種ネッビオーロをじつくりと

樗熟成させ、高級感のあるリッチでしなやかなボディ
に仕上げています。
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