ボトルワイン
スパークリング
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

ゼクトハウス ビファー ピノ ブリュット

【シュペートブルグンダー
（ピノ・ノワール）
100％】
ドイツ・ファルツ

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

N ファビュラス スプマンテ ピノグリージョ

【ピノグリージョ100％】
イタリア・アブルッツォ

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 2014

【シャルドネ100％】

フランス・シャンパーニュ

N チェラスオーロ ダブルッツオ

ビオロジコ
カンティーナ・トッロ

【モンテプルチアーノ100％】
イタリア・アブルッツオ

ワイナリーがあるのは白ブドウ栽培エリアの中心的なところ。地元では
『非常に品質のよい白ブドウが収穫できる』ことで有名な場所です。泡立
ちは力強く、花のようなアロマに新鮮な果実の香りがあります。

８年熟成で飲みごたえ抜群。日本人醸造家、徳岡史子さんが運営するワ
イナリー、
ヨーゼフ・ビファーのスパークリング。
イーストや蜜、少しカスタード
のようなコクのあるニュアンスに、野イチゴ、スモーキーなタッチなどが
重なる味わいと香りから、しっかりと旨味を感じます。

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。

ファビュラスは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。SO2（酸化防止剤）無添加のオレンジのスプマンテです。控えめ
な泡からイチゴやマンゴーの甘い香り、
高めの酸が口当たり心地よいです。

¥3,900

¥4,500

¥4,800

¥5,500

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。

ロゼ
カンティーナ・トッロは、MUNDUS VINI 2010 では全ヨーロッパ中の年間
最優秀生産者に選出され、ガンベロロッソ2007 年ではセラー・オブ・ザ・
イヤーに選出、ヴィニタリー 2009 年では協同組合として初のグランヴィ
ニタリー賞を獲得するなど、国内外から高い評価、信頼を得るイタリア
No.1 の協同組合といわれています。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。

¥7,000

¥12,000

¥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
N ドメーヌ・アザン ブラン

【ヴィオニエ100％】
フランス・ラングドック

N

ナチュール ヴィヴァン ブラン

【ソーヴィニヨンブラン100％】
フランス・ラングドック

【

ルナ

コンティ・ゼッカ

マルヴァジーア・ビアンカ50%
シャルドネ50％

】

イタリア・プーリア

アルテ レーベン リースリング
クーベーアー トロッケン

【リースリング100％】
ドイツ・モーゼル

N

オレリアンヴェルデ
ブルゴーニュ・ブラン

【シャルドネ100％】

フランス・ブルゴーニュ

白

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です。
南仏の粘土石灰土壌で無農薬栽培されるソーヴィニヨンブラン100％で
醸造。輝く薄黄色。清々しいハーブや柑橘系の香りの後によもぎの香り。
キレのある酸が爽やかでドライな味わいです。
濃厚で樽感がしっかりしているため、お肉との相性抜群。樽熟成ワイン
がお好きな方に是非おすすめしたいLUNA。輝きのある黄金色、バナナ
やジューシーなパイナップル、バニラやナッツの香り、ミネラル豊かな味
わい深さがあります。

気鋭の若手生産者マティアス・マイアーラー。リースリングの持つポテン
シャルを最大限に引き出すよう、努力を重ねています。レモングラス、洋
梨、ベルガモットの香り。力強く複雑で、ミネラルやハーブの要素があり
ます。マティアスは、古い樹齢の葡萄を使うアルテ レーベンこそが、モー
ゼルワインの神髄を最もよく表現してくれると考えています。

自然派生産者の先駆けとしても知られているオレリアンヴェルデ。樹齢
20 年の手摘みしたシャルドネを使用しています。収量は限られますが、
一定して手摘みを行います。金柑や八朔、レモンのアロマ、豊かな果実味
と酸がのった旨味が好バランスを保ってくれています。

¥4,500

¥4,900

¥5,900

¥7,500

¥9,500

オレンジ
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

【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

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のファ
ビュラス。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生産者ラグヴィナリ。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。甘栗の渋皮や
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。

¥5,600

¥7,500

¥9,500

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
赤

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

ナーリー・ヘッド 1924
バーボン・エイジド・ダブル・ブラック

【カベルネソーヴィニヨン100%】
アメリカ・カリフォルニア

【

N ガン ヴァン

】

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

バローロ

【ネッビオーロ100％】
イタリア・ピエモンテ

【

エディツィオーネ

チンクエ・アウトークトニ

モンテプルチァーノ33％、
プリミティーヴォ30％
サンジョヴェーゼ25％、
ネグロアマーロ7％
マルヴァジア・ネーラ5％

】

イタリア・アブルッツォ

シャトーヌフ・デュ・パプ
ルージュ キュヴェ レゼルヴェ

シラー20%
【 グルナッシュ70%、
ムールヴェードル10%】
フランス コート・デュ・ローヌ

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

ルイジャド ボーヌ プルミエクリュ

【ピノ・ノワール100％】
フランス・ブルゴーニュ

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。

¥4,500

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です。

¥5,000

スペインでは当時まだ珍しかったBIOワインを誕生させ、現地に新風
を巻き起こしたオリヴィエ・リヴィエール。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。
熟度の高いロダイ産カベルネ・ソーヴィニヨンをバーボンバレルで熟
成しており、ふくよかで濃厚な味わいが特徴。ブラックベリーやイチ
ジク、スパイスの香りに加え、バーボン由来のキャラメル、ブラウン
シュガー、焼いたオーク樽を連想させます。
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。

¥6,000

¥6,500

¥7,200

「王のワインにして、
ワインの王」
と称されるバローロ。
エレガントでタン
ニンは柔らかく、
スミレや小さな赤い果実、
革の香りがあります。
フレッ
シュ感もあり、
フローラルでスパイスも感じます。

¥8,000

F1パイロットのM・シューマッハが愛し、アカデミー賞受賞記念パー
ティーでも振舞われたというエディツィオーネ。カカオやチョコレー
ト、ジャムなどの甘く素晴らしい香りにとても濃厚な葡萄のエキスの
ようなとろりとした果実味。タンニンもしっかりしていますが、きめ細
かくなめらかに溶け込んでいるので、心地よい口当たりです。

¥9,800

たっぷりの赤い果実味が全面的で、瑞々しく親しみやすい味わいが
特徴。アンドレ・ブルネルのワインの特徴である、フレッシュな果実味
に満ちていて、若いうちから美味しく飲むことが出来るのが最大の魅
力です。
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。
「ルイ・ジャドを知らずして、
ブルゴーニュを語るなかれ」
。
そんな名言をも
つルイ・ジャドは、
ブルゴーニュで150年以上の歴史を持つ名門。
生まれ
育ったボーヌのテロワールに敬意を表し、
ボーヌ プルミエ・クリュのワイ
ン19種をブレンドし造りあげたスペシャルキュヴェです。

店主の

¥11,000

¥12,000

¥16,000

隠しワイン
N マークは「自然派ワイン（ナチュラルワイン）」です。

