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イタリアのワ
ビツキエーリを毎年のように獲

ア イ

南

×5回

1

ルガ…ナ

ラミテッロ ロッソ

葡萄 品種 :ト ウル ビアーナ

葡萄 品種 :モ ンテプル チャーノ、アリアーニコ
ル ボディ/生 産地域 :イ タリア・モ リーゼ/1065

白 :辛 口/生 産地域 :イ タリア・ ヴェネ ト/1750
¥2′

640

¥2′

生産者 :ラ ック

.

生 産 者 :デ イ

粘土質土壌で育つ葡萄 から力
強いヮィンが生まれます。 レモ
ンやグレープフルーツなどの柑
橘 系 の果 物 の ア ロマ に加 え、
洗練 され たミネ ラルの要素 が
感 じられます。素晴らしい骨格

コート デユ ローヌ ルージュ レ プティ ガー

:yE ?tVtt 7,ft)t-V

860

ー
ー
￨"ン
生産者 :ド メ
ヌトロ
ラト
ワ
ルサンマ

¥2′

最初 に非常に 印象的で豊かな
花の香りが広がります。その後
から、イチゴやチェリー、様々
なベ リー の果 実、スミレや 野
生 のバラを思わせ る上 品な香
りが広がります。バランスの 良
いタンニンが心地よく、全体を
まとめています。

鑽

ルドネ グラン レセルバ

アッテカ

葡萄品種 :ン ヤル ドネ
・エルキ ヴアレー/W085
チリ

葡萄品種 :ガ ルナッチャ
/生 産地域 :ス ペイン・カラタユード/S176

¥2,530

¥3′

生産者 :ビ ーニャ フアレルニア

300

生産者 :ボ デガス アテカ
■滸郷■●
ヽ

チ リ最 北 端 の 産 地 エ ル キ
ヴアレーで産する重厚感のある
シャル ドネです。フレンチオー
クで 10ケ 月熟成させています。
白い花やバナナ、パイナップル
などの 卜ロビカルフルーツの香
り、さらにスバイスの要素がア
クセントを与えています。

860

生産者 :ヴ ェレノージ

¨導難

丹精を込 めて造 られ た葡萄本
来の個性を十三分 に表現 した
ワインです。プティ ガーは「小
さな男 の子 たち」の意 味で造
り手の二人の兄弟フレデリクと
フランソワの ことを 指 します。
溌刺とした果実味と心地よい渋
みが感 じられます。

葡萄品種 :ラ クリマ デイ モッロ ダルバ
レボディ/生 産地域 :イ タリア・マルケ/1762

薔 ■ 群´

葡萄 品種 :グ ルナツシユ、シラー
ランス・コー ト デユ ローヌ/FB754
¥2′

640

ノランテ

無名だったワイン産地モ リーゼ
をその傑 出したワインで世界に
知らしめたデイ マーヨ ノラ
ンテの看 板ワインです。ブラッ
クベ リー の豊 かな果 実味があ
り、非常にしやなかな口当たり
です。赤身の お肉やジ ビエ に
たいへん良く合います。

目
盪￨:: とバランスがあり、豊かなフレ
広がります。
畷雲: イバーが心地よく

赤 :フ ル ボディ/生 産地域 :フ

マ ーヨ

樹齢 80年 から 120年 という非
常に古い葡萄から造られる味
わい深いスペインの赤です。
ラズベリーやスグリなど赤の果
実の香りに樽熟成によるカカオ
やバニラの香りがバランスよく
混ざり合つている魅力的な 1本
です。

(,̀

シヤトー モンデジール ガザン

ヴィンシア ディ ヴェローナ

葡萄品種 :メ ル回、
マルベック

コルヴィノーネ、ロンディネッラ、
メルロ
/生 産地域 :イ タリア・ヴェネ ト/1596

赤 :フ ル ボディ/生 産地域 :フ ランス・ボル ドー/FB697
¥2,970

¥2,310

生産者 :マ ルク パスケ

生産者 :ト ッレ ドルティ

元フリーのカメラマンだったマ
ルク パスケ氏が 1990年 にワ
インメーカーに転身し手掛ける
ワインです。オーク樽で 1年 間
熟成 させています。豊 か な果
実味 に樽 か らのバニラの 香 り

葡萄 の搾 りかすを使って仕込
む伝統的なリパ ツソと言う製法
で造 られる、濃厚 で果 実味豊
かな赤 ワインです。土着 品種
にメル ロをブレン ドし、他とは
違う個性あるモダンで洗練され
た味わいに仕上がっています。

が混ざります。非常に心地良く
調和のとれたワインです。

―ドメーヌ デユ ロック ミネルヴオワ ラ リヴイニエール
葡萄 品種 :シ ラー、グルナッシュ
赤 :フ ル ボディ/生 産地域 :フ ランス・ラング ドック ルション/FC211
¥2′

200

生産者 :セ レクト ヴアン(ネ グリ

最終月はリンランク
33な でコース料金の2
￨

)

シ

ランク ドックの トップ生産 者、
シ ヤ トー ラ ネ グ リが フ ロ
デユースする洗練されたワイン
です。オーク樽で 1年 間、熟
成させています。熟した果実と
月桂樹 の アロマがあ り、深み
があり、しなやかなタンニンが
感じられる味わいです。

ング′

アラヤ

ティエ ラ

葡萄 品種 :ガ ルナッチャ テイントレラ
赤 :フ ル ボディ/生 産地域 スペイン
・アルマンサ/S174
:

¥5′

500

ALAVA TIERRA

カベルネ ソーヴイニヨン
葡萄品種 :カ ベルネ ソーヴイニヨン
リア・マクラーレン ヴェイル//AU008
¥3′

300

生産者 :ア ラミス ヴィンヤーズ
ヽお ・

フレンチオーク樽で 23ヶ 月熟
成させた長期熟成 の可能 性を
持つパワフルなワインです。ブ
ルーベリーやカシスなど黒い果
実の集約されたフレイバー は、
杉の木 や月桂樹 の要素 と混 ざ
り合 い、豊 か なタンニ ンが全
体を支えています。

生産者 :ボ デガス アタラヤ
皮だけでな く果肉まで赤 い珍 しい品種、ガルナッチャ
ティン トレラによる集約 され たワインです。黒 い果
実や樽熟成 による心地よい木の香 りがあります。熟 し
た果実味と力強さがありながらシルクのようにしなや
かな味わいが魅力です。

