日常の食卓で気軽に楽しめるワインを赤白セットでお届けします。イタリアからは16
世紀までさかのぼる長しヽ云統を持つバ回―ネ コルナッキアの手がける洗練された
自、
南部 ローヌの トップ生産者サンタ デ三ックによる味わい深い現Rさ らにポル トガ
ルの土着品種のブレンドによるフレッシュで爽やかな白など、コス トパフォーマンス

赤白ワイン
iCourse 毎月3,300円 (税 込)× 5回

に優れたワインの数々をお楽しみください。

トログエッラ

パ ッセ リー ナ
葡萄品種 :パ ッセリーナ
・辛 口/生 産地域 :イ タ リア・アブルッツォ/1860
¥1′

葡萄 品種 :フ アランギーナ
白・辛 回 /生 産地域 ￨イ タリア・モ リーゼ /1404

760

¥1′

生 産 者 名 :デ ィ マ ーヨ ノランテ

中部イタリアの士着品種パッセ
リー ナは綺 麗 な酸 があるのが
特徴です。白い花のフローラル
なアロマに熟 したリンゴを思わ
せる果実のアロマが魅 力的に
広がります。フレッシュで洗練さ
れ た 回当た りをお楽 しみ下 さ
い。

無名だつたワイン産地モリーゼ
を 一 躍 世 界 的 に有 名 に した
ディ マーヨ ノランテの造る
軽快 な 白ワインです。100%有
機栽培 の葡萄 を使 用 していま
す。フレッシュな 口当た りで酸
味 はおだやかなので様 々なタ
イプのお料理に合います。

ドラゴン レセルバ

ヨン キユヴエ ド ブリュ

ソーヴィニヨン、メル回、その他
スベイン・カタルーニャ/S16フ

葡萄品種 :カ ベルネ ソーヴィニヨン
フランス・ラングドツク ルション/F8756
¥1′

540

540

生産者名 :ベ ルベ ラーナ

ブラックベ リーやカシスの果実
にバニラやチョコレー トの要素
が混ぎる豊かな香りが広がりま
す。国に含むとバランスの 良い
しなやかなタンニンがあり、凝
縮され た甘 い果 実味が たつぶ
りと感 じられます。

樽 で 22ヶ 月、さらにボ トル で
18ヶ 月じつくり熟成させた味わ
い深 いスペ インの赤 ワインで
す。黒い果実のア ロマと樽から
の心地 よい香 りがあります。パ
ワフル な味わ いはスパ イスを
使 ったペツパーステーキやバー
ベ キューに最適です。

¥1′

650

２ 月

葡萄 品種 :シ ャル ドネ
イタリア・アブル ッツォ/1272

月

¥1′

生産者名 :フ ォンカリュ

…ニ シャルドネ
1

760

生産者名 :バ ローネ コルナッキア

０⊃ ⊂

:ニ

モリ ビアンコ

1

グルバ ドウロ ブランコ
卜、ヴィオシニョ、ゴデガ ド ラリーニョ
ボルトガル・ドウロ/PA001
¥1,430

生産者名 :ル イ ロボレド マデイラ

絶大なコス トパフォーマンスで
他 の 追 随 を 許 さ な い フ アン
ティーニ が造るフレッシュな白
ワインです。ほんのりとトロピカ
ルフル ー ツを思わせる甘 い果
実味 とほどよい酸 味が心 地 よ
く、どん な食事 にもぴつたりの
味わいです。

様々な土着品種のブレンドから
造 られる爽 や か な 白ワインで
す。標高の高い ドウロに典型的
な 白い花や レモンやグ レー プ
フル ーツなどの柑 橘系 の果物
を思わせるアロマとフレイバ ー
が広がります。軽 めの前菜や魚
介のサラダにぴつたりです。

∞⊃﹂Ｏｏ﹂

生産者名 :フ アンテイーニ

ド ベイ ヴォークリューズ レ プラン

カステロ アフルタード テンプラニーリョ

葡萄 品種 :グ ルナッシュ、シラー、メル 回、その他

葡萄 品種 ￨テ ンプラニー リョ

カスティーリャ イ レオン/S264

赤・フル ボディ

ンス・コート デュ ローヌ/F906

¥1,870

¥1,650

生産者名 :=￨■ ス tス テコ テ メテ/,

生産者名 :ド メーヌ サンタ デュツク

「アフルター ド」はスベ イン語で
フルーティを意味します。レッド
ベ リーやブラックベ リーの 果実
の風味と心地よい酸があり、非
常に バランスのとれ た味わ い
です。少 し冷や して飲んで頂 くと
さらに美味しさが増します。

ジヨンダスのスター、サンタ
デュックが手掛 ける赤 ワインで
す。強すぎず程よいタンニン、ほ
んのり甘みを感 じる熟 した果実
味が うまく調 和 しています。非
常にバランスのとれたワインで
ヴアン ド ベ イとしては傑 出
した品質です。

ジ ガルガネガ

副

葡萄 品種 :ガ ルガネガ
白・辛 口 /生 産地域 :イ タリア・ヴェネ ト/1540
¥1′

念

430

生産者名 :ア ルフア ゼータ

ゝ・
ζ瑾

北イタリアの ヴェネ ト州で産す
るフレッシュな白ワインです。熟
成 の際、全体 の 20%だ け樽 を
使 うことでワインにボディと丸
みを与えています。熟 した 白桃
を思わせる香り、爽やかな果実
味がとても心地よく、飲 む人を
選びません。

プリミティーヴォ ディ マンドゥーリア
葡萄 品種 :プ リミティー ヴォ
赤・フル ボディ/生 産地域 :イ タリア・プー リア/1667
¥3′

300

シャトー オー グリニョン
プティ ヴェル ド

/生 産地域 :フ ランス・ボル ドー/FC376
¥1′

980

生産者名 :シ ャトー オー グリニョン
全体 の40%を 樽で熟成させて
います。カシスやプラムの黒い
果実や杉の木の心地良い香 り、
回当たりはやわらか、しつかりと
したタンニン、かすかにスパイ
スも感 じられ ます。若 いうちか
ら美味しく飲めますが熟成の可
能性も持っています。

PRMITlvo DI MANDUR:A

llcxrr::.,:

生産者名 :ヴ ィニエテイ デル サ レント
フレンチオ ークで 6ヶ 月熟成させて います。レッドチェ
リーやブラックベ リーにスパ イスやなめ し皮の要素が
まざる複雑なアロマが広がります。びつくりするほど豊
かなで リッチな果実味とタンニンがあり、素晴らしく長
い余韻が感 じられます。

