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「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。チリ最北端の産地

エルキ ヴァレーのパイオニアが造る個性豊かなカルムネールや、コストパフォーマ

ンスの高さで他の追随を許さないフアンティーニの手掛けるオーガニツクの赤、さら

にイタリアのピエモンテからは安定した高い品質で定評のある生産者組合によるバ

ローロなど、個性豊かな赤ワインの貴弗寅をお楽しみください。

珠玉の赤ワイン

毎月3′850円 (税込)× 5回

日
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ビショッフスクロイツ クーベーアー トロッケン
‐ 葡萄品種:シュペートブルグンダー

ルボディ/生産地域:ドイツ・フアルツ/KA466
1_                       ¥2′ 090

生産者名 :カ ール ファフマン

ドイツは世界第3位のビノ ノ

ワール (シ ュペー トブルグン

ダー)の 生産国で、ファルツでも

多く栽培されています。ブル

コーニュのビノ ノワールより

も果実の甘みを感じ、たいへん

親しみやすく、飲みやすいスタ

イルに仕上がっています。

メッツオ ベルジュラック ルージュ
葡萄品種:メ ルロ、カベルネ フラン

/生産地域:フ ランス・南西地方/FB276
¥1′ 870

生産者名 :シ ャトー デ ゼサール

価格に対する品質の高さで定

評のあるベルジュラックの生産

者シャトー デ ゼサールが

手掛ける赤ワインです。やわら

かい抽出によるしなやかなタン
ニンが心地よく感じられます。
ハンバーグやスペアリブなど肉

料理にぴつたりの1本です。

ガ′ヽルダ ウノ
葡萄品種 :ガルナッチャ、シラー

/生産地域 :スベイン・カリニェナ/S181
¥1,210

生産者名 :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

ルナッチャの持つしつかりとし

た骨格とシラーのシルクのよう

な滑らかさを併せ持つバラン

スのよいワインです。

シングル ヴィンヤロド
葡萄品種:カルムネール

チリ。エルキ ヴアレー/W068
¥2′ 750

生産者名 :ビーニャ フアレルニア

「ヘドリスカル」と名付けられた

畑は元 川々底だつた為、丸石が

多く、日当たりが良く、葡萄が

しつかりと熟すため、カルム

ネールの栽培に最適です。この

品種と相性のよいアメリカン

オーク樽で1年間熟成させた深

みのある味わいです。

|ノ ダブルッツォ ビオ
葡萄品種|モ ンテブルチャーノ
|:イ タリア・アブルッツォ/1611

¥1,980

生産者名 :フ アンテイーニ

オーガニック認証を受けた葡

萄から造られています。凝縮さ

れたキイチゴ、スパイスの豊か

な香りが広がります。果実味の

詰まった集約された味わい、

しっかりとしたタンニンと骨格

があり、力強く、驚くほどバラン

スがとれた味わいです。

キアンティ
品種:サンジョヴエーゼ、カナイオーロ

イタリア・トスカーナ/1820
¥1,870

生産者名 :テ ヌーテ ロセツテイ

抜群のコストパフォーマンスで

他の追随を許さないフアル

ネーゼが、独自の哲学で造る新
しいスタイルのキアンテイです。

野生のベリーのアロマの中に

かすかにスバイシーな香りが

あり、非常にソフトな国当たり

です。

デ ′ヽルトロ テイント
葡萄品種:モ ナストレル

/生産地域:スヘイン・フミーリャ/S205
¥1′ 320

生産者名:オ ロワインズ

スペインのフミーリャに拠点を

置くヒル ファミリーが手掛け

る軽快な赤ワインです。モナス

トレルの持つ甘いプラムの果

実や花の香りが広がり、国に含

むと深みと広がりが感じられ、

たいへん集約のある味わいで

す。

シャトー モンデジール
葡萄品種 :メ ルロ

フルボディ/生産地域 :フ ランス・ボル ドー/FC502
¥2′ 530

生産者名 :シ朴― モンデツール ガサン

元カメラマンだつたマルク 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.メ ル回10000を使いコンク

リートタンクで18ヶ月熟成させ

ました,赤や黒のベリーの豊か

なアロマとフレイバーが心地よ

く感じられます。

トス ダ ベイラ ティント

赤・フルボディ

二―リョ)、 トウリガ ナショナル

カルムネール

レトガル・テラス ダ ベイラ/PA029
¥1′ 320

生産者名 :ル イ ロボレド マデイラ

個性豊かなボルトガルの土着

品種のブレンドによる赤ワイン

です。ブラックベリーやブルー
ベリーの果実のアロマとフレイ
バーが広かります。集約があり、

まろやかで親しみやすい味わ
いです。余韻に十分なタンニン

が感じられます.

ディ ヴェローナ

/生産地域 :イ

ロンディネッラ、メルロ
タリア・ウェネト/1596

¥2′ 420

生産者名 :ト ッレ ドルティ

葡萄の搾りかすを使って仕込

む伝統的なリバッソと言う製法

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

ルロをフレンドし、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。

バローロ

ィノーネ、

葡萄 |

赤・フルボディ/生産地域 :イ タリア.
品種 :

・ピエ
ネッビオーロ
モンテ/1270

¥3′ 960

生産者名 :テッレ デル バローロ

「ワインの王にして、王のワイン」と称されるバローロ。2

年間大樽でゆつくりと熟成させ、豊かで重厚感のある味

わいを持っています。熟成するにつれ、さらに奥深さを

みせるネッビオー回の魅力を十分にご堪能ください。
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