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日常の食卓で気軽「￨1楽 しめう7イ ンを赤 自セツトでお届けします。チリ最北端の産
地、エルキ ヴアレーで造られるフレッシュで個性豊かなペ ドロ ヒメネスや、常
識にとらわれず自由な発想から生み出されるフランスのシヤトー デ ゼサールの
濃厚な赤tさ らにポル トガルからは、標高の高い畑がもたらすクールな清涼感にあ
ふれる自など、コストパフォーマンスにイ
憂れたワインの数々をお楽しみください。

赤 ワイン
毎月3′ 300円 (税 込)× 5回

Ｑく
４ 月一 ﹂

ピノ グリージョ

ラ フラウタ デ ′ヽ
ルトロ ブランコ
ソーヴィニヨン ブラン、
モスカテル他
葡萄 品種 :シ ャルドネ、
白1辛 回/生 産地域 :ス ペイン・フミーリャ/S206

¥1,485

¥1,210

生産者 :フ ァンティーニ

生産者 :オ ロワインズ

フレッシュな果実やハーブを思
わせる心地よい香りが広がりま
す。ビーチやグレープフルーツ、
レモンライムのフレイバーが心
地よく感 じられます。とてもク
リーンな味わ いでどん なお料
理にも合わせやすい 1本 です。

白い花 やグ レーブフル ーツを
思わせるエ レガン トでクリーン
なアロマが広がります。 しっか
りとした心地よい酸と繊細な果
実味があり、非 常にフレツンユ
で爽 や かな 口 当たりです。気
軽なお つまみ や魚介のサラダ
などにぴつたりの 1本 です。

ヴアントウー レ テール ル…ジュ

レバ ブリッコ マッキア

フルボディ

ルナッシュ ノワール、シラー、カリニャン
・コート デュ ローヌ/F3294
￨フ ランス
¥1′

葡萄品種 :バ ルベーラ

/生 産地域 :イ タリア・ピエモンテ/1628

870

¥2′

090

生産者 :ド メーヌ フォン サラド

生産者 :ロ ベル ト サロット

南仏 の土着 品種 のブレン ドに
よるフル ー ティな赤 ワインで
す=カ シスや赤 の果実 に心 地
よい花のアロマが混ざつていま
す。赤い果実のフレイバーと共
にブラックペッパーや八角など
スバインーな要素が感 じられ、
奥行のある味わいです。

バルベーラはネッビオーロと並
ぶ ビエモンテ原産 の黒葡萄で
す。ラズベ リーやスミレの華や
かな香りに加え、オーク樽熟成
によるタバコやバニラのニユア
ンスがあります。味わいの中に
熟 した甘い果実味が心地よく感
じられます。

●

５ 月 ゝｏ二

ドロ ヒメネス レセルバ

:可

葡萄品種 :ペ ドロ ヒメネス
・エルキ ヴァレー//W044
チリ
¥1′

ス ダ ベイラ ブランコ
ルト
フオンテ カル
ベイラ/PA028

320

¥1′

320

生産者 :ビ ーニャ フアレルニア

生産者 :ル イ ロボレド マデイラ

チリ最北端の産地 エルキ ヴァ
レーで産するワインです。シェ
リーに使われることで知 られる
ベ ドロ ヒメネスですが、チリ
でも 200年 前から栽培されて
います。白い花の香りが広がり、
非常にフレッシュ、思わずグラ
スを重ねてしまいます。

香り高 く個性のあるボル トガル
の土着 品種を使つた爽やかな
ワインです。標 高 700mの 高
地 で育 つ 葡萄 は、ワインにフ
ルーティでエレガントな果実味
をもたらします。きれいな酸が
あり、とてもフレッシュな 口当
たりです。

ネッビオーロ グルバ

レ フラン

葡萄品種 :ネ ッビオーロ

/生 産地域 :イ タリア・ピエモンテ/1621
¥1′

/生 産地域

980

葡 萄品種 :カ ベ ルネ
:フ

フラン

ランス・南西地方/FC203

¥1,980

生産者 :テ ッレ デル バローロ

生産者 :シ ャトー デ ゼサール

バ ロー 回の栽培地域 に隣接 す
るアル バ の 丘 で 育 つ 最 良 の
ネッビオー 回から造られます̲
この 品種 に特徴 的なスミレや
バラの花やベ リーの香りが広が
ります。フ レンチ オー ク樽 で
12ヶ 月熟厩させた深みのある
味わいか魅力です。

ボル ドー か らほど近 い 南西地
方 ベ ルジュラックで産する力強
く濃厚なスタイルの赤ワインで
す。た いへ ん 日当た りの 良 い
理想的な畑で育つ荀萄を使い、
ステンレスタンクで発酵、熟成
させました。

ワンラ

葡萄品種 :シ ャル ドネ
ンス・ランクドック ルション/FC186
¥1′

生産者 :レ

540

コース料金

ベ イロタン

南仏ラング ドックで産するバラ
ンスのとれた白ワインです。 レ
モンやオレンジ、青りんこのア
ロマの 中 に、新鮮 なタイムを
思わせるハーブの要素も感 じら
れます。国に含むとジューシー
でとてもバランスが良く、フレッ
シュな余韻があります。

ニ ー

Ｕ目月 ＯＣ⊃﹁
二

ペイ ドック シャルドネ

リレ キュヴェ パルティキュリエール
葡萄品種 :マ ルベック、
タナ
赤 :フ ルボディ/生 産地域 :フ ランス・南西地方/FB731
¥3′

300

′
、

ラム .デ

ピエール コルビエール

,′

'

葡萄品種 :グ ルナッシュ ノワール、シラー
:フ ランス
・ランクドック ルション/FB359
¥1,760
:お

生産者 :ア ルノー シェ
ラング ドック地方の一大 ワイン
産地、コル ビエールか らの ワ
インです。豊かなカシスのアロ
マにブラツクペ ッパーのスパ イ
シーな要素が混ざり合つていま
す。非常にフル ーティで心地よ
い口 当たりがあり、南仏らしさ
が詰まつています。
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生産者 :シ ャトー ラマルティーヌ
アメリカのワイン雑誌 「ワインスベクテーター」で トツ
フ 100に 選ばれたカオールです。プラムを思わせる豊
かな果実味が心地よく感 じられます。 しつかりしていな
がら強すぎずエレガン トなタンニンがあります。飲み
応えのある 1本 です。

