Red Wine

表示価格は税込となります。

Vegamar Crianza

㉛ベガマル・クリアンサ 2018

￥5,400
スペイン / ＤＯバレンシア / テンプラニーリョ他
ボリュームのあるソフトなタンニンに果実味と新樽が溶け込んだまとまりのよいバランス。
余韻も長く飲み飽きない。普段ワインを飲まれない方にも親しみやすく、なおかつ奥の深
さも感じられる万能ワイン。

Doudet-Naudin Bourgogny Pinot Noire

㉜ドゥデ-ノーダン・ブルゴーニュ ピノノワール

2017

￥6,000

フランス / ＡＯＣブルゴーニュ / ピノノワール
アタックはややライトで赤い果実系のニュアンス、飲み口が良く繊細なタンニンと酸味が
ありフィニッシュはエレガントで飲み飽きない、ピノノワールのお手本のようなワイン。
酸味も強すぎずボリュームもあるため単体でも飲めるがどんな料理にも合わせやすい。

Donjon De Lamarque

㉝ドンジョン・ド・ラマルク 2014
フランス / ＡＯＣオーメドック / メルロー・カベルネソーヴィニヨン他
ややしっかりめのミディアムボディー、バニラや下草の香り、果実味とコクが調和
骨格もしっかりしている。ボルドーの2010年という飲み頃グレートビンテージ。
適度なタンニンで飲み疲れない非常におすすめのボルドーワイン。

Chianti Classico

㉞キャンティークラシコ 2017
イタリア/ＤＯＣＧ キャンティークラシコ / サンジョベーゼ他
同銘柄の中でも特にハイクオリティーなワインを生み出す生産者、ポッジョピアーノ
樽熟成もしっかり行われコクが強い。パワフルなタンニンと豊かな果実味、それを包
み込むようなまろやかで上品な旨み。下草、なめし皮などの複雑な香りも混在、ステ
ーキに併せたときに最高のマリアージュを見せる。

￥6,400

￥7,000

Abadia Seleccion Especial

㉟アバディア セレクシオン エスペシアル 2016

￥8,600

スペイン / カスティーリャイレオン / テンプラニーリョ・カベルネソーヴィニヨン他

数多くのワイン評論家から非常に高い評価を得、コンクール等の受賞数は増えるばかり
その確かな味と香りは世界が注目している。厚みのある果実味と妖艶な香りが見事に
調和しバランスもとれた味わい。飲み口はミディアム、飲みやすさとその先の深みや複
雑さが共存しており極めて完成度が高い、一度は飲んで頂きたいワイン。

Ch. Bertrand Braneyre la Mouline

㊱シャトー・ベルトラン・ブラネイル

￥9,500
フランス / ＡＯＣオーメドック / カベルネソーヴィニヨン・メルロー他
ボルドー5大シャトーのラフィットとムートンの間にある区画で、さらにこれらのトップ
シャトーから１週間遅らせて収穫したぶどうを使用。丁寧に仕込みしっかりと熟成。
土や森の香りと豊かなベリー系の果実味が見事に調和した完成度の高い味わい、ワイン
の熟成かくあるべしと思わせる状態にある。店長おすすめワイン。

Saldo

㊲サルド

2019

ラ・ムーラン 1998

￥ 11,000

アメリカ カルフォルニア / ジンファンデル シラー
アメリカ、ナパバレーの ザ・プリズナーワインカンパニーが作る中でも大変人気で
入手困難な『サルド』。超濃厚でパワフルな味わいと滑らかなタンニン、バニラやチョ
コレートを思わせる香ばしい香りは余韻が長く、非常に印象に残る。

Ségla

㊳セグラ

￥ 12,000

2013

フランス / ＡＯＣマルゴー / カベルネソーヴィニヨン
ボルドー５大シャトーに次ぐグランクリュワイン、エレガントなワインを多く生み出し
ているマルゴー村にあるシャトーローザンセグラ、そのセカンドラベル。1994年からは
ファッションブランドの【シャネル】がオーナーとなっており、味わいはモダン、かなり
タニックだが荒々しさは無くシャープでとても洗練されている。

Saint-Joseph Domaine Jean-Louis Chave

㊴サンジョセフ

ドメーヌ

￥ 13,000

ジャンルイシャーブ 2008

フランス / ＡＯＣサンジョセフ / シラー
森の中にいるような香り、墨やスパイスのニュアンスがワイン全体のバランスを引き締
め、味わいはシラー種とは思えないほどエレガント。タンニンは穏やかで控えめ、凛と
して主張はしないが芯はしっかりしている、ジャンルイシャーブはフランス・ローヌ地
方でトップクラスな作り手、世界的にも注目されている。

Doudet-Naudin Gevrey-Chambirtin

㊵ドゥデ-ノーダン・ジュブレ-シャンベルタン 2014

￥ 15,000

フランス / ＡＯＣジュブレ・シャンベルタン / ピノノワール
ガーネット色を帯びた美しいルビー色。香りは非常に豊か。森の下生えや動物のニュア
ンスもわずかに感じさせる。タンニンはしっかりしているが、非常に滑らかな口当たり。

Doudet-Naudin Chambolle-Musigny

㊶ドゥデ-ノーダン・シャンボール-ミュジニー 2013
フランス / ＡＯＣシャンボール・ミュジニー / ピノノワール
濃く深みのある赤色。フィネスが感じられる深みのある香り。口に含むと新鮮な印象を
受ける。さくらんぼやカシスといった、軽やかなベリー系フルーツを彷彿させるエレガ
ントな味わい。

Vega Sicilia Valbuena 5ano

㊷ベガシシリア

バルブエナ

2009

スペイン リベラ・デル・ドゥエロ /テンプラニーニョ メルロ
スペイントップワイナリーであるベガシシリアのスタンダードキュベ。ワイナリー
で5年の熟成を経てリリースされ凝縮した果実味、磨かれたタンニン、豊かな樽の香り
ドライチェリーや木々のニュアンスなど様々な要素がバランスよく溶け込んでいる。
まさに理想的な味わいで、ワインラヴァーなら必ず飲んで頂きたい珠玉の1本。

￥ 18,000

￥ 24,000

Ch. Pichon Longueville Comtesse de Lalande

㊸シャトー・ピション・ロングヴィル・コンテス・ド・ラランド 2014
フランス / ＡＯＣポイヤック / カベルネ・ソーヴィニヨン他
エレガンスと力強さを秘めた「ポイヤックの貴婦人」。アタックはあくまでデリケート
に。しかし中間から一気に広がってくる圧倒的な果実味。洗練された上品さを感じる、
ビロードのような舌触り。ボルドーの５大シャトーに迫る２級トップクラスの人気。

Opus One

㊹オーパス・ワン

2017

カリフォルニア / カベルネ・ソーヴィニヨン他
豊かなアロマを醸し出すアメリカのプレミアムワインの代表格。力強いテクスチャーを
伴うクリーミーでサテンのような口当たり。甘美なタンニンと美しい酸が完璧な調和。

￥ 35,000

￥ 70,000

White Wine

表示価格は税込となります。

Vegamar Blanco

⑪ベガマル・ブランコ 2019

￥4,800

スペイン / ＤＯバレンシア / ソーヴィニヨンブラン・モスカテル他
パッションフルーツ、ライム、オレンジなど地中海の果実感の高いアロマ。奥底には花の
ニュアンスとフレッシュさ。アフターには上品なほろ苦さが心地よい。辛口でありながら
フローラルでフルーティー。さらに味の締まりもよく、店長お勧めです。

Macon-Villages

⑫マコン-ヴィラージュ 2018
フランス/ ブルゴーニュ ＡＯＣマコンヴィラージュ
ブルゴーニュの白ワインの中でも辛口でさっぱりとした味わい。どんな料理にも合わせ
やすく、特に前菜や寿司にはぴったりで食中酒として最適。香りは穏やかで癖が無く、
飲み口は淡白だがやや酸味を感じキレがある。

Chardonnay Sait ErsteNeue

⑬シャルドネ

ザルト

エステノイ 2014

イタリア / ＤＯＣアルトアディジェ / シャルドネ
北イタリア、カンダロで作られドイツのワインの影響を色濃く受けているワイナリー。
味わいは果実味がありややオイリー微かな甘みと白い花や栗の香りが混ざり合う、程
よい酸味と凝縮された濃厚なエキス分が質の高さを感じさせる。

￥5,800

￥6,400

Chablis

⑭シャブリ 2019

￥7,500
フランス / ＡＯＣシャブリ / シャルドネ
グリーンがかった淡いイエロー。柑橘系フルーツやハーブを感じさせるフレッシュな味
わい。フルーティーだが樽熟成によるこコクもある。シャブリ本来のミネラル感もあり
料理にも合わせやすい、まろやかさと繊細さ、エレガンスと力強さを兼ね備えた味わい。

Pieroth Blue Spaetlese

⑮ピーロートブルー

アウスレーゼ

2019

ドイツ/ケルナー
ドイツワインの王道ともいえるこのワインは、十分に熟したぶどうを丁寧に仕込み、
まるで柑橘系やピーチなど複数の果実を凝縮させたような味わいと香り。甘口かつ
しっかりしたボディーだが後味はしつこくはなく飲みやすい、ピーロート社が手掛
けるオリジナルエチケットの中でも入手困難かつハイクオリテー。

R de Rieussec

⑯エールドリューセック

2014

フランス / ＡＯＣボルドーー / セミヨン ソーヴィニヨンブラン
グリーンがかった淡いイエロー。柑橘系フルーツやハーブを感じさせるフレッシュな味
わい。ミネラル感があり適度にほろ苦いため非常に料理に合わせやすい、時間と共に香
が変化しよりフローラルになる。ボルドー5大シャトーラフィットのロスチャイルドが
所有しているソーテルヌ第1級シャトーであるChリューセック、こちらで極少量だけ
作られる稀少な辛口白ワイン。

￥8,600

￥9,000

Niades

⑰ナイアデス 2012
スペイン / ＤＯヌエダ / ベルデボ
エルブジ、カンロカなど世界で最上級とされるレストランでオンリストされる品質は名
実共にスペインを代表する白ワイン。１００年以上接ぎ木無しの畑からとれたブドウを
フレンチオークで８カ月熟成させたその味は奥が深く白ワインとは思えないほど複雑。

Girolate Rouge

⑱ジロラット

ブラン 2014

フランス / ボルドー / ソーヴィニヨンブラン

セミヨン

￥ 11,000

￥ 13,000

濃厚でパワフルな白。モンペラで有名なデスパーニュ家のトップキュベ、ワイン界の
革命家と言われるデスパーニュ家は今までにない醸造方法に挑戦し数々のワイン評論
家や同業者などを驚かせてきた。爽やかな香りと厚みのあるボディーが印象的。

Doudet-Naudin Meursault

⑲ドゥデ-ノーダン・ムルソー 2017
フランス / ＡＯＣムルソー / シャルドネ
輝きのある、澄んだ明るい金色。白い花の香りリンゴの香りがまず感じられ、アーモ
ンドの香りが続く。豊かでなめらかなバランスのとれた味わい。エレガントでありな
がら力強さも秘めており、余韻も長く高級感のある品のいい果実味が秀逸。

Doudet-Naudin Puligny-Montrachet

⑳ドゥデ-ノーダン・ピュリニー・モンラッシェ 2019
フランス / ＡＯＣピュリニー・モンラッシェ / シャルドネ
輝きのある淡い金色。アーモンド、スイカズラ、エキゾチックなフルーツなど様々な
香りが感じられる印象的なブーケ。味わいは、上品さと濃縮さが際立つ。白や黄色の
果実の香りにアーモンドやハニーなどが絡み合ったアロマ。口当たりまろやかで余韻
も長く、スパイスのニュアンスが舌に軽やかに残る。

Doudet-Naudin Grand Cru Corton-Charlemagne

㉑ドゥデ-ノーダン・グランクリュ・コルトン-シャルルマーニュ 2017
フランス / ＡＯＣアロクス・コルトン / シャルドネ
非常に澄んだ薄い金色。柑橘系フルーツ、トロピカルフルーツ、白い花、ナッツ系と
様々な香りが複雑に絡み合っており、時間の経過とともに深みを増していく。ミネラ
ル感、豊潤さ、生き生きとした味わい、上品さなど様々な特徴を味わうことができ、
余韻も長い。

ドゥデ-ノーダン

DOUDET-NAUDIN (Bourgogne)

1849年、サヴィニー・レ・ボーヌに設立されたワイナリーで、ブルゴーニュで
最も古いワイナリーのひとつとして知られています。1933年にドゥデ家が引き
継ぎ、それまでの伝統を守りながらもさらなる発展、繁栄を遂げてきました。
現在のオーナー、クリストフ・ロシェもこの尊敬に値する老舗ワイナリーの伝
統と価値を守り抜くことを第一に考えながら、新たな時代への刷新にも力を注
いでいます。

￥ 16,000

￥ 18,000

￥ 28,000

Sparkring

表示価格は税込となります。

Cava Kairus Brut

￥4,800

Mare Gran Reserva

￥6,600

Charles de Cazanove Brut

￥8,400

①カヴァ・カイルス・ブリュット
スペイン / ＤＯカヴァ / チャレロ他
ペネデスの自社畑で手摘みした3種のブドウをブレンドし、金色を帯びた輝きのあるイエ
ローに繊細な泡。香りはフルーティでフレッシュ、柑橘系のソフトなノーズの若さあふ
れる印象。まろやかでエレガント、甘い果実を思わせるオレンジのような甘やかな余韻
が響き渡る。スペイン高級ホテル御用達の上級カヴァを特別価格で。

②マーレ グランレゼルバ 2014
スペイン / ＤＯカヴァ / チャレロ他
６９か月熟成のブリュットは濃密で複雑な味と香りで熟したフルーツを思わせる。余韻
も長く力強い。

③シャルル・ド・カザノーヴ・ブリュット
フランス / ＡＯＣシャンパーニュ / ピノノワール・シャルドネ
一番搾りの果汁のみを使用したこだわりのシャンパーニュ。輝きのある麦わら色に、き
め細かな泡立ち、シトラスのアロマ、熟した赤い果実とトーストの香り。シャルル・ド
・カザノーヴの持つ典型的な特徴が端的に表現されており、アペリティフに最適。

Charles de Cazanove Brut Rose

④シャルル・ド・カザノーヴ・ブリュット・ロゼ

￥

10,000

￥

12,500

フランス / ＡＯＣシャンパーニュ / ピノノワール・シャルドネ
美しく淡いサーモンピンク、シャルドネのエレガントなフレッシュ感とピノノワールの
チェリーのような風味のコンビネーションが絶妙。シャルル・ド・カザノーヴ社は、
２０１７年国際ワインコンクール（ＩＷＣ）でグランプリを獲得しました。

Veuve Clicquot

⑤ヴーヴ・クリコ
フランス / ＡＯＣシャンパーニュ / シャルドネ・ピノノワール
黄色いラベルでおなじみのシャンパーニュ。マダム・クリコが作り上げたスッキリとし
ながらもフルーティな辛口。最も有名なシャンパーニュのひとつ。

Stradivarius

￥16,000
フランス / ＡＯＣシャンパーニュ / シャルドネ・ピノノワール
熟したフルーツ、クルミやアーモンドの香り豊か。力強くもコクのある余韻は秀逸で、
まるでストラティバリウスという名器が奏でる交響曲のように芳醇な香りと複雑な味わ
いが美しく調和。シャルル・ド・カザノーヴ社のスペシャル・キュヴェ。

⑥ストラディバリウス

Don Perignon Vintege

⑦ドン・ペリニヨン

ヴィンテージ

2008

￥ 40,000

フランス / ＡＯＣシャンパーニュ / シャルドネ・ピノノワール
高級シャンパーニュの代名詞ともいえる商品だが、その高い評価に応え続ける品質を持つ。
細かく力強い泡と、しっかりとした辛口でありながらフルーティーで料理の邪魔をしない
味わい。グットヴィンテージの2008は特に質が高くおすすめ。

