グラスワイン
サンテロ・ブラック・ブリュット

【グレラ50％、
シャルドネ30％、
ピノ・ビアンコ20％】
イタリア・ピエモンテ

ルカツィテリ No,19

【ルカツィテリ100％】

ジョージア
（グルジア）
・カヘティ

ロチェーノ

【グリッロ100％】
イタリア・シチリア

N ドメーヌ・アザン

【ヴィオニエ100％】

フランス・ラングドック

N フランツ・ソーモン ソーヴィニョン

【ソーヴィニョン・ブラン100％】
フランス・ロワール

ロチェーノ

【ネレッロ マスカレーゼ100％】
イタリア・シチリア

N マス・ド・ジャニーニ セ ビアン

コムサ ルージュ

【シラー50％、カリニャン50％】
フランス・ラングドック

【

泡立ちは力強く、花のようなアロマに新鮮な果実
の香り。そしてそのスタイリッシュな佇まいが人気
の本格的な辛口スプマンテ。

オレンジ

N スリー クヴェヴリ テラスズ

シャトー・ジュリアン

カベルネ・ソーヴィニョン50％、
メルロー45％、
カベルネ･フラン5％

スパークリング

】

フランス・ボルドー

N オリヴィエ・リヴィエール

ライヨス ウヴァ

【ガルナッチャ45％、
グラシアーノ30％、
テンプラニーリョ25％】
スペイン・リオハ

フォー・スター

【カベルネ・ソーヴィニョン100％】
カリフォルニア・ナパヴァレー

世界遺産になった伝統的なオレンジワインのスタ
イル。リンゴやメロンなどの豊かなアロマ。プラム
やドライフルーツなどの芳醇な風味がタンニンと
良いバランスを生み出し、美しく長い余韻が魅力。

白

シチリアの地葡萄グリッロから造られる辛口。桃や
アプリコットのジューシーな香りが広がり、余韻の
心地よい苦みが口の中を引き締めます。
無農薬栽培で丁寧に育てたヴィオニエのみを使
用。ホワイトイエローの色調に、黄色い果実の香り
とハチミツの風味の中に程良いコクと舌触りを楽
しめます。
イエローの外観から、トロピカルなアロマが拡がり
ます。パイナップルのジューシーさとミネラルの共
存、穏やかな酸に明るい果実感が印象的。

赤

ジューシーで香り豊か。濃いルビー色の外観、熟し
た赤果実とスミレの香りがいっぱいに広がりま
す。タンニンも細かく飲み心地抜群。
Cʼest bien comme ça!=それええやん！という意味
の気軽に楽しめる自然派赤ワイン。ルビーの色調
に、ダークチェリーやカシスの香り、瑞々しい果実
味とこなれたタンニンが口中に広がります。
家族経営で9世代にわたって引き継がれるワイナ
リーのボルドー・スペリュール。ブラックベリーのよ
うな凝縮した果実の風味と、オーク樽熟成に由来
するバニラ香のバランスが心地よい。
黒みを帯びたガーネットの外観、フレッシュイチゴ
や摘みたてのカシスの香り。やさしく拡がる果実感
にフレッシュな酸がバランス良く、ほのかな渋みが
アフターに残るミディアムに仕上がっています。
ダークベリーやザクロ、樽由来の香りと、リッチな
ブラックベリーやバニラのフレーバー。瑞々しいタ
ンニンと上品で長い余韻が楽しめる、力強く華や
かなフルボディ。

¥700

¥1,500

¥700
¥800
¥1,200

¥700
¥800

¥1,000

¥1,200

¥1,700

N マークは「自然派ワイン（ナチュラルワイン）」です。

ボトルワイン

サンテロ・ブラック・ブリュット

【グレラ50％、
シャルドネ30％、
ピノ・ビアンコ20％】
イタリア・ピエモンテ

N コン トロワイエ

ド ブラヴァー ブランドブラン

【アイレン100％】

フランス・ブルゴーニュ

ヴーヴ アンジェリー

【ピノ・ノワール、ピノ・ムニエ、シャルドネ】
フランス・シャンパーニュ

フランク・ボンヴィル
ブリュット・ミレジメ

【シャルドネ100％】

フランス・シャンパーニュ

N ファビュラス フォエミネ ピノグリージョ

【ピノグリージョ85％、その他15％】
イタリア・アブルッツォ

N スリー クヴェヴリ テラスズ

ルカツィテリ No,19

【ルカツィテリ100％】

ジョージア（グルジア）
・カヘティ

N ラグヴィナリ ツォリコウリ

【ツォリコウリ100％】

ジョージア（グルジア）
・カヘティ

スパークリング
泡立ちは力強く、花のようなアロマに新鮮な果実
の香り。そしてそのスタイリッシュな佇まいが人気
の本格的な辛口スプマンテ。
輝きのあるイエローゴールドの色調、きめ細かい泡
から白い花やレモン、ヨーグルトの香りが次々と拡
がります。フルーティな旨みが溢れ、白コショウの
ニュアンスに柔らかな酸が交差。どんな場面にも
合わせやすい万能スパークリングワインです。

シャンパーニュ
繊細で華やかな白い花や洋梨の香りとクリーミー
でしなやかな口当たり。レモンのような爽やかな風
味が口いっぱいに広がり、長い余韻があります。
ノーベル賞晩餐会に選ばれ世界的に高評価を得た
ヴィンテージシャンパーニュ。ライトイエローの外
観から白い花や柑橘のコンポートの香り、ミネラル
たゆたう口あたりに穀物のニュアンスとしっかりと
した酸が骨格を形成しています。

オレンジ
マジェッラ国立公園内にあるビオディナミ農法を
行うワイナリー。ピノグリージョを主体にフードル
で発酵後、アンフォラと木樽で熟成。ルビー色の外
観に、ハーブやチェリーの香り、さくらんぼを連想
する愛らしい果実に控えめな酸が印象的です。
素焼きの甕(クヴェヴリ)で、白ブドウの皮と種を一
緒に漬け込みながら発酵させる、世界遺 産にも
なった伝統的なオレンジワインのスタイル。リンゴ
やメロンなどの豊かなアロマ。プラムやドライフ
ルーツなどの芳醇な風味がタンニンと良いバラン
スを生み出し、美しく長い余韻が魅力。
ジョージア・イメレティ地区の大エースのラグヴィ
ナリ。粘土土壌で育つツォリコウリをクヴェヴリで
21日発酵、8 ヶ月熟成。アンバーの外観から甘栗の

¥3,800
¥4,800

¥7,000
¥12,000

¥5,600

¥7,500

¥9,500

渋皮やハニーの香り、たっぷりのエキスにタンニン
が溶けたアタック、じわりとバターテイストが伴う
旨味たっぷりのアフターを満喫いただけます。

N マークは「自然派ワイン（ナチュラルワイン）」です。

ボトルワイン
白
ロチェーノ

【グリッロ100％】
イタリア・シチリア

N ドメーヌ・アザン

【ヴィオニエ100％】
フランス・ラングドック

N ボネ・ユトー ミュスカデ レ ボネブラン

【ミュスカデ100％】
フランス・ロワール

N フランツ・ソーモン ソーヴィニョン

【ソーヴィニョン・ブラン100％】
フランス・ロワール

N マコン・ロシェ
キュヴェ デュ クロシェ 19

【シャルドネ100％】

フランス・ブルゴーニュ

N チェラスオーロ ダブルッツオ

ビオロジコ

【モンテプルチアーノ100％】
イタリア・アブルッツオ

シチリアの地葡萄グリッロから造られる辛口。桃や
アプリコットのジューシーな香りが広がり、余韻の
心地よい苦みが口の中を引き締めます。

無農薬栽培で丁寧に育てたヴィオニエのみを使用
して醸造。地中海に降り注ぐ南の太陽を一杯浴び
て生まれたワインは、澄んだホワイトイエローの色
調に、黄色い果実の香りとハチミツの風味の中に
程良いコクと舌触りを楽しめる爽やかな味わい。

淡いクリーム色、レモンライムなどの柑橘の香り、
キレのある酸とふっくらした果実感がボディを構
成し塩気がアフターのアクセントとして彩ります。

イエローの外観から、トロピカルフルーツのアロマ
が拡がります。塩味を帯びたパイナップルのジュー
シーさとミネラルの共存、穏やかな酸に南のワイン
を彷彿させる太陽を抱いた明るい果実感が印象的
な仕上がりです。

遅霜の被害を受けた春以降は穏やかな暖かさで
乾燥した 19 年、シャルドネをステンレスタンクで
1 ヶ月発酵そのまま 10 ヶ月熟成。綺麗な透明感あ
るグリーンイエロー、しっかりとした粘性。グレープ
フルーツや八朔、草原の爽やかな香りと果実味の
甘さが心地良いアタック。ジューシーで拡がりをみ
せる旨味とエキスを感じます。

ロゼ
イタリア アブルッツオ州のモンテプルチアーノから
造られました。爽やかさと、ふくよかなチェリーの
果実とのバランスが見事です。

¥3,800

¥4,500

¥4,800

¥5,900

¥7,800

¥4,500

N マークは「自然派ワイン（ナチュラルワイン）」です。

ボトルワイン
ロチェーノ

【ネレッロ マスカレーゼ100%】
イタリア・シチリア

N マス・ド・ジャニーニ
セ ビアン コムサ ルージュ

【シラー50、カリニャン50％】
フランス・ラングドック

【

シャトー・ジュリアン

】

カベルネ・ソーヴィニョン50％、
メルロー45％、
カベルネ･フラン5％

フランス・ボルドー

N オリヴィエ・リヴィエール ライヨス ウヴァ

【

【

】

ガルナッチャ45％、グラシアーノ30％、
テンプラニーリョ25％

スペイン・リオハ

N

ガン ヴァン 19

】

メルロー65％、カベルネソーヴィニヨン15％、
カベルネフラン10％、マルベック10％

フランス・ボルドー

バッド ボーイ

【メルロー100％】
フランス・ボルドー

フォー・スター

【カベルネ・ソーヴィニョン100％】
カリフォルニア・ナパヴァレー

ジュヴレ・シャンベルタン
ドメーヌ ドルーアン ラローズ

【ピノ・ノワール100％】
フランス・ブルゴーニュ

赤
とにかくジューシーで 香り豊 かなミディアムボ
ディ。濃いルビー色の外観、熟した赤果実とスミレ
の香りがいっぱいに広がります。タンニンも細かく
飲み心地抜群。
Cʼest bien comme ça! = それええやん！という
意味の気軽に楽しめる赤ワイン。ルビーの色調に、
ダークチェリーやカシスの香り、瑞々しい果実味と
こなれたタンニンが口中に拡がります。
家族経営で9世代にわたって引き継がれるワイナ
リーのボルドー・スペリュール。ブラックベリーのよ
うな凝縮した果実の風味と、オーク樽熟成に由来
するバニラ香のバランスが心地よい。
黒みを帯びたガーネットの外観から、フレッシュイ
チゴや摘みたてカシスの香り、やさしく拡がる果実
感にフレッシュな酸がバランス良く、ほのかな渋み
がアフターに残るミディアムに仕上がっています。
日本人醸造家「篠原麗雄」とシャトークリュゴダー
ルの共同プロデュースで誕生したカジュアルライ
ン。深みのある赤紫の外観から、ブルーベリーや
フォンダンショコラの香りが拡がります。コスパの
良いボルドーらしい逸品です。
ボルドー右岸の改革者テュヌヴァンが造る極上の
ＡＣボルドー。ダークチェリーやブラックベリーの
香りと、コーヒーを思わせる香ばしい樽香が特徴
の奥深いフルボディです。
色はしっかりと赤黒く、香りには黒果実、ダークベ
リー、ザクロや樽由来の香りが広がります。リッチ
なブラックベリーやバニラのフレーバーがあり、
瑞々しいタンニンと上品で長い余韻が楽しめる、
力強く華やかなフルボディです。
ブルゴーニュの銘醸地、ジュヴレ・シャンベルタンと
シャンボールミュジニ―に６つのグランクリュを持
つ名門ドメーヌ。グラスに注いだ瞬間の華やかな香
り。力強くも絹のようなタンニン、様々な赤果実の
アロマに加えてスパイスのニュアンス。エレガント
でミネラルも感じられる傑作です。

¥3,800

¥4,500

¥5,000

¥5,900

¥6,800

¥7,200

¥8,500

¥11,000

N マークは「自然派ワイン（ナチュラルワイン）」です。

