ゼサール ブラン
¥2′

640

生産者名 :シ ャトー デ ゼサール
伝統 や 常識 にとらわれず 自由
な発想でワイン造 りを行うシャ
トー デ ゼサ ールの重 厚感
のある白ワインです。ンヤル ド
ネ を樽 で発 酵 、熟 成 させ ま し
た.5年 〜 10年 は熟成させるこ
とが出来るホテンシヤルの高さ
を感じさせてくれます。

葡萄 品種 :セ ミヨン、ソー ヴィニヨン ブラン
自・辛 口/生 産地域 :フ ランス・ボル ドー/FC296
¥2,750

ー モンテジール ガザン
生産者名 :シ ヤト
400Lの フレンチオーク樽で9ケ
月熟成させたボル ドーの 白ワイ
ンです。ソー ヴィニ ヨン ブラ
ンの香 りが強 く出すぎないよう
セミヨンをブレン ドすることで
バ ランスを取 つています。とて
も上品でエレガン トな仕上がリ
です。

デュ ガール レ ヴイーニュ ド モン ペール

キアンティ コッリ フィオレンティ…二

萄萄 品種 :カ ベル ネ ツー ヴィニ ヨン、シラー
赤・フル ボディ/生 産地坂 :フ ランス・コー ト デュ ローヌ/F141

葡萄 品種 :サ ンジョヴェーゼ、コロリーノ、メル ロ

¥2′

/生 産地域 :イ タリア・トスカーナ/1532

970

¥2′

ーロ
生産者名 :フ アット
リ
ア ディ バニョ

「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
ソーヴイニヨンから造 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。

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。イチコやスグリ、スミレの花
の香 りが広がりとてもエ レガン
トな 味 わ い で す 。サ ン ジ ョ
ヴエーゼの奥深さと美味 しさを
再認識するワインです。

ド エン ′ヽ
リッカ

トレ イコーネ

ソーヴィニヨン ブラン
スベイン・ルエダ/S165

マスカレーセ、
プリミティーヴォ
レッツォ、
プーリア、シチリア/1727

¥2′

640

¥2′

200

生産:者 名 :ボ デガス カステロ デ メデ
ナ
ィ

生産者名 :ウ ィニエティ デル サレント

土着品種のベルデホをメイン
に225Lの フレンチオークの新
樽で発酵、熟成させたワインで
す。フェンネルやアニスを思わ
せるフレッシュなハーブの香り、
国当たりはまろやかでとてもス
ムーズ、
素晴らしくバランスがと
れています。

アブルッツォ、プー リア、シチ リ
アの3つ の州の畑から優れた葡
萄を厳選 して造 られています。
南イタリアのワインの温かみを
「663」 の数
感 じられる1本 です。
字は3つ の畑を結んだ距離を示
しています。

ロッソ コッレ クーポ
￨レ

¥2′

トリデンテ

雷目■

ノ、カベ′ネ ソーヴィニヨン、
メルロ
イタリア・アブルッツォ/1882

￨￨￨

750

生産者名 :マ ス デ ブレサ ド

一
二

カス￨

シャトー モンデジ…ル ガザン ブラン

∞⊃⊂∞﹁
目月一ゝ﹄

葡萄 品種 :シ ャル ドネ
￨:フ ランス・南西地方 /FB275

赤・フルボ ディ

860

生産者名 :ボ デガス

520

トリデンテ

膨 フレンチオークの新樽で

日当たりのよい丘の上 の畑 の
葡萄から造られます。500Lの フ
レンチオークの樽で 18ヶ 月ゆつ
くりと熟成させています。熟した
プラムの豊かな香 りがあり、国
当たりはとてもやわ らか くしな
やかです。長い余韻 が感 じられ
ます。

15ヶ 月
熟成させます。熟 した赤い果実
のアロマとデリケー トなスパイ
スがバランスよく混ざりあつて
います。余韻 にはダークチョコ
レー トの心地 よい風 味が漂 い
ます。

̲̲´ 参

f ;1 Fo-zt

月はり≫ 鬱 ≫ 鬱虚 ￨

葡萄 品種 :グ レーコ
′
タリア・カンパ ーニ ヤ´′1894

絋けでコース料金のI

.′

¥2′

)

¥3′

生産者名 :バ ローネ コルナッキア

:イ

テ ン プ ラ ニ ー リョ
デ トロ(テ ンプラニーリョ
カスティーリャ イ レオン/S162

品種 :テ ィンタ

420

生産者名 :フ ァットリア バガーノ
南イタリアのカンバーニヤ州を
代 表する洗練 され た白ワイン
です。レモンやグレープフルー
ツの柑橘系の果 実のア ロマ に
ビターアーモン ドの ニュアンス
が加わります。フレッシュであり
なから程よいボリュームと豊か
な味わいが楽 しめます。

ジゴングス
葡萄 品種 :グ ルナッシュ、シラー、サンソー、ムール ヴェー ドル
ル ボディ/生 産 地域 :フ ランス・コー ト デュ ローヌ/FC050
¥5′

レベック アルティトゥ
リ

720

2014

葡萄品種 :マ ルベック
/A126
・メンドーサ′
.:ア ルゼンチン
¥3,080

生産者名 :ア ンデルーナ セラーズ
最も優れた畑のマルベックから
造られる集約のある赤ワインで
す。発酵 はステンレスタンク、熟
成は主にフレンチオークの樽で
8〜 10ヶ 月行います。
甘く熟 した
果実を感 じる国当たり、よく熟し
たソフ トなタンニンが心地よく
感 じられます。

生産者名 :ド メーヌ デュ ケロン
l'l ii (l

\
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150年 という長い歴史を持ち、たつた 1種 類のジヨンダ
スを造り続 ける生産者です。現在は父から引き継いだ3
人姉妹が畑仕事からワイン造 りのすべ てを行っていま
す。伝統的な大樽で 1年 間熟成させたワインは滋味深く
印象的な味わいです。

