FRAIS & GOURMAND
ガヴィ テッラ ディ チェルティ 2008
（ロベルト サロット）イタリア ピエモンテ 白

¥3,600

生き生きとした果実味とグレープフルーツを思わせる
爽やかな風味が広がります。

カルシュタッター ザウマゲン リースリング シュぺトレーゼ 2008
（アングリッヒ）ドイツ 白

¥4,800

遅摘みした葡萄により造られたワインは芳醇でコクが
あり、酸とのバランスは絶妙です。

エヴォリューション ラッキー NV
（ソーコル ブロッサー）アメリカ オレゴン 白

¥5,800

９種類の白ブドウを巧みにブレンドした、素晴らしい
ハーモニーをお楽しみいただけます。

プリミティーヴォ サレント 2003
（ロッカ デ モリ）イタリア プーリア 赤

¥5,600

家族で手摘みによる収穫をし、厳しく選別したブドウ
より造られたワインはやさしく果実味豊かな味わいです。

アルザス ピノ ノワール 2005
（ドメーヌ ミシェル フォンヌ）フランス アルザス 赤

¥6,500

アルザス地方きってのピノノワールの造り手！
きめ細かな果実味と上品な酸がすばらしい一本

ボワソン ルージュ NV
（ドメーヌ ド モントウリュー）フランス ロワール 赤

¥6,500

注目の生産者 ʻエレディア氏ʼ による SO2 も無添加で造られ
るやさしいワイン。ブドウ本来の姿をお楽しみいただけます。

リースリング 2007 1/ 2
（ヒューゲル エ フィス）フランス アルザス 白

¥2,600

青りんご、柑橘ミネラルの香りとすっきりしたシャープ
な酸が特徴

ÉQUILIBRÉ & ÉLÉGANT

（ヴァンサン リカール）フランス ロワール 白

¥4,200

自然酵母で発酵された、青りんごやハーブのアロマと
爽やかな酸味が特徴です。

シャトー デ ゼサール ブラン 2007
（シャトー デ ゼサール）フランス 南西地方 白

¥4,500

コストパフォーマンスの高さでは他の追随を許さない
ベルジュラック注目の生産者です。

ル カノン シャルドネ NV
（ラ グランド コリーヌ）フランス ローヌ 白

¥6,500

日本人若手醸造家、大岡氏が「ル・カノン（さぁ、いっぱい飲むぞ！）」
という意味を込めて気軽に飲めるナチュラルワインを作りました。

シュヴェルニー 2005
（ドメーヌ ヴェイュ）フランス ロワール 赤

¥5,200

畑を一目見るだけでわかるほどの素晴らしい情熱を
注ぎ込む、ロワールではとても有名な造り手です。

キュヴェ 風 ピノ ノワール 2008
（ドメーヌ ド ラ ガランス）フランス ラングドック 赤

¥6,000

南仏の広大な丘の上で自然栽培を行い、ピノノワール
の新しい可能性を「風｣ に託した日本限定ワイン

ディアリッチ ピノ ノワール 2007
（パライソ ヴィンヤード）アメリカ カリフォルニア 赤

¥7,300

完熟したピノノワールの特徴である、『旨味たっぷり完熟
チェリー』の果実味が滑らかなシルクのように広がります。

キュヴェ ラトゥール ルージュ 2007 1/ 2
（ルイ ラトゥール）フランス ブルゴーニュ 赤

¥2,600

フランボワーズ、イチゴの香りと繊細な味わいが特徴

¥4,500
¥2,400

（Vkckrich）Germany Blanc

Evolution Lucky NV
（Sokol Blosser）U.S.A Oregon Blanc
Nine kinds of grape are skillfully blended which creates
wonderful harmony.

Primitivo Salento 2003
（Rocca dei Mori）Italy Puglia Rouge
It is made from the highly-selected grapes which are hand-picked
by family. You can enjoy fruity and gentle taste.

Fresh & Tasty

Balanced & Elegant

清涼感がありフレッシュでスッキリと
した味わいのワインを集めました。
香りや味わいでその爽やかさを
感じていただけます。

香りと味わいのバランスがよい
ワインを集めました。
繊細かつ優雅な味わいがお好みの
方におススメです。

The bouquet of these red or white wines is
highly distinctive, both to the nose and the palate.
They are delightful with character and a light-as-air
sensation of freshness.

The harmony of these wines is the culmination
of an interesting subtlety of flavours,
guaranteed pleasure for those who appreciate
delicacy and refinement.

Additve-free wine which is made by a prominent
winemaker. You can enjoy fresh (like real grape) taste.

Riesling 2007 half
（Hugel Et Fils）France Alsace Blanc
Aroma of green apple and citrus fruits.
Also have a sharp acidity.

Touraine Le Petiot NV
（Vincent Ricard）France Loire Blanc
This wine is fermented by a nutural yeast which has an
aroma of green apple with fresh acididty.

Château de Eyssards 2007
（Château de Eyssards）France Sud-Quest Blanc

TASTE & COLOURS
新しいワインの選び方
A NEW WAY OF DISCOVERING WINE

感性と望みに従ってみましょう。
ワインの味わいをもとにした
４つのカテゴリーで
あなたの好みと気分にあった
ワインを選んでみませんか？
Follow your senses and desires. With a classification based on
taste, you can choose the wine that best corresponds to your
taste or mood of the moment, without fail. Divided into 4
intuitive categories, you can easily navigate in the
beautiful - if complex - world of fine wines.
Bon voyage !
お気

軽 にス
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。
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（Paraiso Vineyards）U.S.A. California Rouge
Fruity aroma of ripe cherry which is a character of Pinot Noir
smoothly spreads in your palate.

Cuvée Latour Rouge 2007 half
（Louis Latour）France Bourgogne Rouge
Nose with strawberry or Franboisier with sensitive taste.

¥8,600

弱冠 28 歳のトーマ・ピコ氏がつくる、誠実で実直な人
柄をそのまま瓶詰めしたような素晴らしいワインです。

シャブリ 2007 1/ 2
（ドメーヌ アラン ポートレ）フランス ブルゴーニュ 白

¥3,200

シャブリのテロワールを生かすため、樽は一切使用し
ないこだわりのシャブリ

樽の香りとブラックベリーの香りが心地よく調和して
おり、とてもバランスの良いワインです。

ジュヴレ シャンベルタン 2007
（ドメーヌ ジャンテ パンショ）フランス ブルゴーニュ 赤

¥12,600

ジャンテ・パンショのスタイルは濃 密でありながら
果実の透明感も感じられるワインが特徴

ヴォーヌ ロマネ 1999
（セリエ デュ シャトー ド ラ ショーム）フランス ブルゴーニュ 赤

¥14,000

濃い果実の充分なアロマとスパイス香があり、コスト
パフォーマンスに優れたワインです。

ルエダ ソーヴィニヨン ブラン 2007
（ベガ デ ラ レイナ）スペイン 白

¥4,200

スペインを代表する白ワインの産地ルエダ。
柑橘類や青草の爽やかな香りが広がります。

ムルソー 2007
（ドメーヌ ミシュロ）フランス ブルゴーニュ 白

¥13,500

畑の個性を残すため、培養酵母を使用しないというこだわりと、
テロワールに忠実で妥協のないワイン造りを行っています。

林檎や柑橘系のピュアなアロマと凝縮された風味を
持っています。

チリ 赤

Fruity & Light

Spicy & Full-Bodied

ブドウ本来の味わいを楽しめる
ワインを集めてあります。
すべての方に喜んでいただける
やわらかな舌触りを
お楽しみいただけます。

こちらに集めたワインはとても
コクがあり、
複雑な香りや味わいを
お楽しみいただけます。

These wines have preserved their flavour of fresh
grapes. Pleasant to the taste, they are smooth,
frank and readily appreciated by all.

These are wines of great character.
They are robust and full of personality,
offering a highly developed
and complex palette of aromas.

（Louis Jadot）France Bourgogne Blanc
- Full bottle
- Half bottle

Well-balanced fruity flavour like pear or grapefruits and
acidity.

Giesen Sauvignon Blanc 2009
New Zealand Blanc
It is a gorgeous wine that makes you remind the tropical fruits
which attached great importance to a character of grape the itself.

Chablis 2007
（Domaine Pattes Loup）France Bourgogne Blanc
Superb, wine with a lot of freshness, all the character of the winemaker
is in the bottle.

Chablis 2007 half
（Domaine Alain Pautré）France Bourgogne Blanc
Rich wine with orchard fruits and mineral tones.

Vega Sindoa Cabernet Sauvignon Tempranillo 2006
（Bodegas Nekeas）Spain Blanc
An amazing value, sweet perfume of blackberries and smoked herbs.,
this is an extraordinary red to enjoy.

Gevrey Chambertin 2007
（Domaine Gantet Pansiot）France Bourgogne Rouge
Lovely perfume and fruity nose, beautiful strawberries and raspberries
flavour. A well-structured wine with a good, lomg finish.

Vosne Romanée 1999
（Cellier du ch de la chaume）France Bourgogne Rouge
Nose with rich fruits and spicy aroma.
You can enjoy ripe smoothness in your palate.

ÉPICÉ & CHARPENTÉ

ペレス クルス カベルネ ソーヴィニヨン レゼルバ 2007

Cheverny 2005

Dearich Pinot Noir 2007

（ドメーヌ パット ルー）フランス ブルゴーニュ 白

¥14,000

（Domaine Veilloux）France Loire Rouge

You can find a new possibility of
Pinot Noir in this Japanese limited wine !

シャブリ 2007

（シャトー ド ラ マルトロワ）フランス ブルゴーニュ 白

A young Japanese winemaker called Mr.Ooka named ̀Le Canon
(Let's have a drink !)'. It's a natural wine which can drink casually.

Cuvée Kaze Pinot Noir 2008

ブドウそのもののキャラクターを重視したトロピカル
フルーツを思わせる華やかなワインをお楽しみください。

シャサーニュ モンラッシェ 2007

Le Canon Chardonnay NV
（Le Grande Colline）France Rhône Blanc

（Domaine de la Garance）France Languedoc Rouge

ニュージーランド 白

¥5,200

¥3,600

From the point of view of ̀cost performance', he's the best
winemaker in Bergerac,France.

Dark, blackish ruby. Nose of fragrant, smoky embers, black cherries, and
loads of minerals.

洋なしやグレープフルーツなどの香りと心地
よい酸味とがまろやかに調和しています。

（ボデガス ネケアス）スペイン 白

A prominent winemaker of Pinot Noir from Alsace.
Excellent wine for elegant acidity with smooth fruity taste.

Boisson Rouge NV

ハーフボトル 1/ 2

ベガ シンドア カベルネ ソーヴィニヨン テンプラニーリョ 2006

Alsace Pinot Noir 2005
（Domaine Michel Fonne）France Alsace Rouge

（Domaine de Moutrieux）France Loire Rouge

フルボトル

ジーセン ソーヴィニヨン ブラン 2009

Kallstader Saumagen Riesling Spätlese 2008
This wine is mellow and also has body, and exquisite acidity.
It is made from late-harvest grape.

Bourgogne Blanc 2006

（ルイ ジャド）フランス ブルゴーニュ 白

It has fruity flavour like grapefruits which is lively fresh.

FRUITÉ & LÉGER
トゥーレヌ ル プチオ NV

ブルゴーニュ ブラン 2006

Gavi Terra dei Celti 2008
（Roberto Sartto）Italy Piemonte Blanc

¥3,600

ウェスト ケープ ホウエ シラーズ 2007
力強いタンニンを感じますが、後口はスムーズで大変
よく構成されたワインです。

シノン レ パンセ ド パリュ 2007
（ドメーヌ ド パリュ）フランス ロワール 赤

¥6,200

溢れる果実味、滑らかで洗練された喉越しは、最上
の区画で魅力を発揮した証。ぜひご賞味ください！

サン ジョセフ 2007
（ラ グランド コリーヌ）フランス ローヌ 赤

¥9,600

（Vega de la Reina）Spain Blanc
Rueda is famous for the production of white wine in Spain. Citrus fruits
and the refreshing fragrance of the green grass spread in your palate.

Meursault 2007
（Domaine Michelot）France Bourgogne Blanc
Powerful, buttery and rich but age worthy too,
a spine of fine acidity.

Chassagne Montrachet 2007
（Château de la Maltroye）France Bourgogne Blanc
It has a condensed aroma of apple and citrus fruits.

Perez Cruz Cabernet Sauvignon Reserva 2007
Chili Rouge

チリの中で最も古くからヨーロッパ系ブドウ品種を使用して
いますが、チリらしい優雅で豊かな重厚感のある味わいです。

オーストラリア 赤

¥5,000

Rueda Sauvignon Blanc 2007

フランスでも一目おかれる日本人若手醸造家、大岡
弘武氏が造る自然派ワイン

This is an Cilean take on top-flight Bordeaux. A rich textuerd Cabernet at its best,
with beautiful sweet oak flavours to complete a quite sensetional package.

West Cape Howe Shiraz 2007
Western Australia Rouge
Enticing aromas of spicy black fruits.
It has superfine tannins on the long finish.

Chinon Les Pensees de Pallus 2007
（Domaine de Pallus）France Loire Rouge
Aromas of blackberry, dark cherry, and olive. This palate is ripe and has some
freshness behind it, perfectly balanced and generous with its smooth tannins.

St-Joseph 2007
（La Grande Colline）France Rhône Rouge
Liqueur of apricots intermixed with crushed stone, flowers and currants.
Full-bodied with au unctuous texture, but amazing freshness and vigor.

